
環境への取り組み

 基本的な方針・考え方
東京建物グループでは、「グループ環境方針」のもと、それぞれの事業特性に合わせたマネジメント体制を構築し、環境に配慮した事業活動
を通じて持続可能な社会の構築に貢献していきます。

 環境マネジメント
東京建物のビル事業では、環境実行計画を策定し、省エネルギー
活動に日々努めています。
　新築ビル開発においては、環境省エネ技術を積極的に採用し、
社会に評価される環境配慮型ビルづくりを目指しています。既存
ビルでは、計画的に省エネ機器への更新を図ることで省エネルギー
を推進するとともに、テナント様と協働して運用面からも省エネル
ギー・環境負荷の削減に取り組んでいます。

　また、エネルギー使用量の削減にあたっては、床面積による原単
位を指標とし、エネルギー使用の合理化等に関する法律に基づく 

5年間の移動平均で毎年1%の原単位削減を目標としています
（GHG排出量の原単位についてもこれに準ずる）。

緑あふれる潤いのある街・暮らしの創造
緑のもっている力を最大限に活かし、生物多様性にも 

配慮しつつ、地球にとっても人にとっても、 
ゆたかで快適な環境を創出します。

地域をリードする温暖化防止
環境に配慮した技術や発想を積極的に商品・サービスに 

取り入れ、地域をリードする低炭素型の街づくりに取り組みます。

地球にやさしい省資源活動
あらゆる機会を通じて省資源活動や環境負荷の低減に努め、 
循環型社会の形成に寄与します。

環境意識の高い社員づくり
環境に関する法令等を遵守するとともに、環境についての教育・
啓発を行い、社員の環境意識の向上を図ります。

 2011年1月制定

環境実行計画
取り組み分野 目標

1.  開発による 
省エネルギー

長期保有の新築ビルにて、①～③の第三者認証の上位2つの認証／再認証のいずれかを取得する。既に取得している
場合は、それを継続し、再認証を取得する。
①  DBJ Green Building認証※1における5つ星または4つ星
②  CASBEE-建築（新築）※2におけるSランクまたはAランク
③  BELS認証※3における5つ星または4つ星

2.  更新・運用改善 
による省エネルギー

エネルギー削減目標
原油換算による5年間の移動平均で毎年1%の原単位削減

取り組み分野 目標

3.  廃棄物のリサイクル 
推進

廃棄物削減目標
廃棄物排出量原単位　2017年度比で2022年度にマイナス5%（1年当たり1%相当）

4. 節水対策
水削減目標
水使用量原単位　2017年度比で2022年度にマイナス5%（1年当たり1%相当）

5. 温暖化防止対策
GHG※4排出削減目標
5年間の移動平均で毎年1%の原単位削減

※1 DBJ Green Building認証：日本政策投資銀行が創設した、環境・社会への配慮がなされた不動産の取り組みを評価する制度
※2  CASBEE-建築（新築）：戸建住宅を除く建築物一般について、新築時における設計内容に基づいて省エネルギー性や環境負荷を評価する制度。一般財団法人建築環境・省エネル
ギー機構が管理

※3 BELS認証：国土交通省発行のガイドラインに基づいて非住宅建築物の省エネルギー性能を評価・表示する制度。一般社団法人住宅性能評価・表示協会が管理
※4 GHG（Green House Gas）：温室効果ガス。温室効果のある各種気体の総称

 環境負荷の削減実績
集計期間
• 各年度の4月から翌年3月まで

集計範囲
• 東京建物単体の省エネ法届出対象施設
※ 報告対象となるビルの床面積は年ごとに変動します。

集計対象
• エネルギー使用量・原単位
• GHG排出量・原単位
• 上水使用量・原単位
• 廃棄物総排出量・原単位

東京建物では、報告数値の信頼性を確保するため、2017・2018

年度の環境・社会データの一部について、ロイド レジスター クオ
リティ アシュアランス リミテッド（LRQA）による第三者保証を受け
ています。対象となる数値には マークを付しています。第三者保
証書はCSRレポート2019詳細版およびESGデータブックに掲載
しています。

項目 単位 2014 2015 2016 2017 2018 

エネルギー使用量（原油換算値） kl 19,185 22,822 21,592 22,083* 23,895*

　原単位 kl/千m2 37.8 36.3 35.4 34.2 35.0

温室効果ガス（GHG）排出量 t-CO2 39,929 45,059 44,629 42,147* 48,888*

　Scope 1 t-CO2 3,493 3,243 2,553 2,402* 3,300*

　Scope 2 t-CO2 36,436 41,816 42,076 39,745* 41,259*

　Scope 3 t-CO2 ̶ ̶ ̶ ̶ 4,329*

　原単位（Scope 3を除く） t-CO2/千m2 78.6 71.6 73.1 65.3 65.2

水使用量（上水） 千m3 486 569 579 584* 654*

　原単位 m3/m2 1.0 0.9 0.9 0.9 1.0

報告対象床面積（エネルギー・温室効果ガス・水） 千m2 508 629 611 645 683

廃棄物総排出量 t 3,208 4,685 4,914 5,173* 4,945*

　原単位 t /千m2 7.4 7.9 8.6 8.6 8.3

廃棄物リサイクル量 t ̶ ̶ ̶ 3,395 3,202*

報告対象床面積（廃棄物） 千m2 436 590 571 603 593

*印は、第三者保証を受けている数値
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 環境や社会への配慮を証明する「DBJ Green Building認証」の取得
現在、東京建物が保有・管理するオフィスビル・商業施設等のうち、
7物件が「DBJ Green Building認証」を取得しており、いずれも 

4つ星から5つ星の高い評価を得ています。
　「DBJ Green Building認証」とは、環境・社会への配慮がなさ
れた不動産の取り組みを評価する日本政策投資銀行が創設した制
度です。「建物の環境性能」「テナント利用者の快適性」「リスクマネ
ジメント」「周辺環境・コミュニティへの配慮」「ステークホルダーと
の協働」の5つの視点で総合的に評価し、スコアリング結果に基づ
き1つ星から5つ星までの5段階のランク※で認証します。
　東京建物は、不動産を取り巻くステークホルダーからの社会的
要請、テナント様のニーズの多様化等に対応し、これからも環境・
社会的な影響にも配慮した不動産の開発を行っていきます。
※  段階評価「5つ星／国内トップクラスの卓越した『環境・社会への配慮』がなされた 
ビル」「4つ星／極めて優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」「3つ星／非常に
優れた『環境・社会への配慮』がなされたビル」「2つ星／優れた『環境・社会への配慮』
がなされたビル」「1つ星／十分な『環境・社会への配慮』がなされたビル」

「DBJ Green Building認証」を受けた物件
名称（所在地） ランク

「中野セントラルパーク サウス」 
（東京都中野区中野）
「東京スクエアガーデン」 
（東京都中央区京橋）
「大手町タワー」 
（東京都千代田区大手町）
「東京建物日本橋ビル」 
（東京都中央区日本橋）
「SMARK（スマーク）伊勢崎」 
（群馬県伊勢崎市）
「Brillia ist Tower勝どき」 
（東京都中央区勝どき）
「Hareza Tower」※ 2020年5月竣工予定

（東京都豊島区東池袋）

「DBJ Green Building認証」取得物件紹介

中野セントラルパーク サウス
周辺の大学や行政とともに中野四季の都市（まち）約16.8haを 

一体的に整備し、約3haの開放的な緑地空間（中野四季の森公園
を含む）を創出

そのほかの主な認証等実績一覧
2014年 「グッドデザイン賞（都市づくり、地域づくり、コミュニティづくり部門）」

を受賞

東京スクエアガーデン
国内最高水準の環境配慮型ビルとして、省CO2技術を導入する 

とともに、周辺地域のCO2削減等に取り組む「京橋環境ステー
ション」、立体的な緑で構成された「京橋の丘」を整備

そのほかの主な認証等実績一覧
2010年 「住宅・建築物省CO2先導事業」に選定
2014年 「グッドデザイン賞（産業用の空間・建築・施設部門受賞）」を受賞
2015年 「屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール（屋上緑化部門）」 

“国土交通大臣賞”を受賞
2016年 「SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）都市のオアシス2016」 

に認定

大手町タワー
「都市を再生しながら自然を再生する」という開発コンセプトを具現
化すべく、敷地全体の約3分の1に相当する、約3,600m2の自然の
森「大手町の森」を整備

そのほかの主な認証等実績一覧
2014年 「いきもの共生事業所®認証制度（都市・SC版）」の第1号認証を取得

「都市公園コンクール（企画・独創部門）」で最高位“国土交通大臣賞”
を受賞

2015年 「SEGES（社会・環境貢献緑地評価システム）都市のオアシス2015」 
に認定
「緑の都市賞（緑の事業活動部門）」“国土交通大臣賞”を受賞

2017年 「屋上・壁面緑化技術コンクール（屋上緑化部門）」“環境大臣賞” 
を受賞

 不動産に関する世界的ベンチマークで高評価
東京建物は、不動産セクターにおけるE（環境）S（社会）G（ガバナン
ス）の取り組みを評価するベンチマーク「GRESB※リアルエステー
ト評価」において、4年連続で最高位の「Green Star」という高い評
価を受けました。また、2016年から導入された総合スコアでの相
対評価「GRESBレーティング（5段階評価）」では、最上位評価であ
る「5スター」を獲得しました。
※  GRESB（Global Real Estate Sustainability Benchmark）。欧州の年金基金等に
より設立された不動産関連に特化したESGベンチマーク

 ZEH-Mへの取り組み
東京建物では、ZEHデベロッパー登録制度に初回である2018年5

月に登録し、今後はZEH-M（ゼッチ・マンション）※1にも積極的に取
り組んでいきます。ZEH-Mの普及実現に向けた取り組みを順次行
い、2015年に経済産業省から発表されたZEHロードマップに基づ
く、ZEHの普及実現を目指します。
　「Brillia 弦巻」は、「ZEH-M Oriented※2」の基準を満たし、経済
産業省により2018年度から公募された集合住宅のZEH化促進へ
の設計ガイドライン策定に向けた「高層ZEH-M（ゼッチ・マンション）
実証事業」に、東京都では唯一、採択されました。
※1  ZEH（ゼッチ）と呼び、Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
の略とされる。断熱や省エネルギーなどのエネルギー消費低減と、発電によるエネ
ルギー創出を総合して、年間の一次消費エネルギー量（空調・給湯・照明・換気）の
収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅のこと。ZEH-M（ゼッチ・マンション）はそ
の集合住宅版

※2  2018年5月に経済産業省から公表された、ZEHとして6階建て以上の高層集合住宅
において目指すべき水準

「Brillia 弦巻」の完成イメージ 

 都市における新しい緑の創出
元々、緑地の少ないオフィス街で一定規模の緑地を設けるには、
“緑地の保全”よりも“人工的な緑地の創出”が必要になってきます。
東京駅周辺は巨大なビルが林立するオフィス街ですが、近くには
皇居があり、海も近く、多くの鳥類や昆虫類が移動して生息する街
でもあります。
　「大手町タワー」では、敷地全体の約3分の1に相当する約
3,600m2におよぶ「大手町の森」をつくりました。“本物の森”とい

うコンセプトのもと、関東各地の山林から自然の樹木を集め、多様
性に富む森を大手町に再現しています。また、「東京スクエアガー
デン」では、地下1階から5階にかけて、立体的に連なる約3,000m2

もの緑化空間「京橋の丘」をつくりました。
　「大手町タワー」と「東京スクエアガーデン」の緑地は、利用者に
憩いをもたらすスペースとして、SEGES（社会・環境貢献緑地評
価システム）の「都市のオアシス」に認定されています。

「大手町タワー」の「大手町の森」 「東京スクエアガーデン」の「京橋の丘」
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 地域の原風景の保全
生物多様性を保全する観点からは、元々ある緑地を維持・保全す
ることが望ましいといえます。土中に含まれる微生物や植物の種
等を保存でき、地形による周辺環境との関係も引き継ぐことが期
待できます。
　2017年11月に竣工した「Brillia Towers 目黒」は、目黒駅前の
約17,000m2の新しい街区に生まれました。「駅前に森をつくる」と
いうコンセプトのもと、敷地内に「森の広場」を整備し、樹木本数約
900本を植栽したほか、水路も設けられています。近隣にある目黒
川や国立科学博物館附属自然教育園などと連携して、地域の生物
多様性保全に貢献します。

「Brillia Towers 目黒」の「森の広場」

 グリーンボンドの発行
東京建物では、事業を通じて持続可能な社会への発展に貢献すべ
く、これまで重点的に取り組んできた環境への配慮をさらに進展さ
せるとともに、資金調達手段の多様化を進めるねらいから、2019

年3月にグリーンファイナンス・フレームワークに基づく公募ハイブ
リッド社債（グリーンボンド）を500億円発行しました。
　グリーンボンドとして発行される公募ハイブリッド社債は国内初
の事例となり、発行額は国内のグリーンボンドとしては過去最大と
なります。
　グリーンボンドとしての適格性については、第三者評価として、
日本格付研究所（JCR）から、「JCR グリーンボンド評価※1」の最上
位評価である「Green1」の本評価を取得しています。
　また、グリーンボンドにより調達された資金は、全額をグリーン
ファイナンス・フレームワークにおける適格クライテリアを満たす
グリーンビルディング※2である「Hareza池袋」および「中野セント
ラルパーク サウス」の取得・建設資金のリファイナンスに充当する
予定です。
※1  国際資本市場協会（ICMA）が作成したグリーンボンド原則および環境省が策定した
グリーンボンドガイドライン2017年版を受けたグリーンボンドに対するJCRによる
第三者評価。当該評価では、グリーンボンドの調達資金の使途がグリーンプロジェ
クトに該当するかの評価である「グリーン性評価」および発行体の管理・運営体制 
ならびに透明性について評価する「管理・運営・透明性評価」が行われ、これらの評
価の総合評価として「JCR グリーンボンド評価」が決定される。  
www.jcr.co.jp/greenfinance/

※2  下記①～③の第三者認証機関の上位2つの認証／再認証のいずれかを取得済 
もしくは今後取得予定の物件 
① DBJ Green Building認証における5つ星または4つ星 
② CASBEE-建築（新築）におけるSランクまたはAランク 
③ BELS認証における5つ星または4つ星

グリーンボンドの概要
名称 第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債

（グリーンボンド）
条件決定日 2019年3月8日
発行日 2019年3月15日
発行年限 2059年3月15日
発行総額 500億円
資金使途 「Hareza池袋」の取得・建設資金およびリファイナンス

「中野セントラルパーク サウス」の取得・建設資金の 
リファイナンス

適格性評価 Green1（JCR）

「Hareza池袋」の完成イメージ

 多様な人材の活躍への取り組み
東京建物グループでは、東京建物人事部がグループ各社の労務担
当部門と連携して各種施策を推進し、多様な人材が、障壁を感じる
ことなく、成長に向けて挑戦し続けられるよう、グループ横断で支
援しています。

女性の活躍推進
東京建物では、女性が個々の能力や個性を最大限に発揮し意欲 

的に働けるよう、職場環境づくりや多様な人材の登用に努めて 

います。
　2018年12月には女性従業員比率が28％となり、2015年から 

7ポイント増加しました。

シニアの活躍推進
東京建物では、60歳を超えた従業員が、これまでのキャリアを活か
して活躍できるよう、定年退職者再雇用制度を導入しています。ま
た、定年を控えた従業員には、人事部が個別に面談を行い、一人ひ
とりのライフプランを踏まえた働き方の要望をもとに、これまで培っ
てきたキャリアを活かして活躍できるよう努めています。

障がい者の活躍推進
東京建物では、適性を考慮した部署への配属や、人事部との定期
面談、障がいの状況に応じた勤務時間の設定等、長期にわたって
安定して就業できる体制を整えています。

時間外労働削減への取り組み
東京建物では、ワークライフバランスと従業員の健康管理の観点
から、2008年より長時間労働対策を継続しています。2010年から
はパソコンの定時シャットダウンシステムを導入し、深夜勤務を抑
制して過重労働を防止しています。また、長時間労働が発生した部
署においては、直属の上長に改善策の報告を義務づけ、経営層に
フィードバックする仕組みを導入しています。こうしたPDCAサイ
クルを通じて、残業時間（時間外労働時間）削減に努めており、これ
までに約50%（2008年比）の残業時間を削減しました。

ライフイベントにも対応したキャリア継続のための制度
東京建物では、多様なバックグラウンドを持つ従業員が活躍できる
よう、一人ひとりがライフイベントに応じてキャリアを継続できる各
種制度を設けています。
・妊娠・出産・育児・介護を理由とする休業制度
・妊娠・出産・育児・介護を理由とする退職者の再雇用制度
・配偶者海外転勤同行制度

働きやすい職場環境の整備・多様な人材が活躍できる環境の整備  

 基本的な方針・考え方  

東京建物グループでは、多様な人材で構成される職場は、より幅
広い視野の提供やより良い意思決定に寄与し、質の高いサービス
の提供につながると考え、多様な人材が、障壁を感じることなく、
働きがいを感じながら職務に専念し、活躍できる環境づくりを進め
ています。

　また、ワークライフバランスを実現し生産性を向上することは、
従業員や企業の持続的な成長にとって、重要な命題であるため、グ
ループ健康経営宣言を定め、役職員一人ひとりの健康の維持・増
進に向けた取り組みを行っています。

社会への取り組み
•  働きやすい職場環境の整備
•  多様な人材が活躍できる環境の整備
•  社会変化への対応
•  地域社会への貢献
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 人材育成への取り組み
東京建物では、新卒入社から5年間に、ビジネス基礎研修（ロジカ
ルシンキング、マーケティング、経営戦略など）を含む集合研修プ
ログラムを実施し、若手社員の育成に注力しています。
　さらに、総合不動産会社の社員として相応しい幅広い見識と経
験を積むという目的のもと、入社後10年間で3部署程度の職務を
経験する人事ローテーションを行っています。
　職場におけるOJTの育成サイクルを強化するため、指導にあた
る管理職向けの研修や新入社員カウンセラー制度を設け、その運
用状況を人事部との定期面談等を通じてモニタリングしています。
　中堅社員以降は、社員の「自ら学ぶ」風土を醸成するため、希望

参加型の社内研修のほか、外部派遣研修や異業種交流研修等、充
実したプログラムを提供しています。
　管理職向けには、評価者研修やメンタルヘルスラインケア研修
といった日常のラインマネジメントの強化に加えて、戦略的視点や
マネジメント力を高めるため、ビジネススクール等の外部研修機関
への派遣を実施しています。
　そのほか、全ての職層に対して自発的な学びを支援する自己啓
発支援制度や資格取得支援制度を設けています。さらに、事業の
グローバル展開を踏まえ、英語・中国語の語学習得支援や海外派
遣研修を行っています。

2019年研修体系（概略）

 働き方改革への取り組み
東京建物では、労働組合とともに「『働き方改革』労使検討会議」を
設置しています。この会議体は、グループ中期経営計画の達成や
その先の成長を見据え、業務遂行における生産性や効率性をさら
に向上させることを目指し、当社に相応しい働き方改革を実行すべ
く、必要な具体的施策を労使間にて協議するために設置したもの

です。2017年4月に活動を開始し、「働き方改革」の目的や目指す
ゴールを共有し、労使間で幅広く議論してきました。2018年から
は、テレワークのトライアルを実施しており、生産性向上に向けた
具体的な施策の導入を進めています。

成
長
力
の
強
化

迅速な意思決定 時間管理徹底 ノウハウ共有 IT等のインフラ整備

〈キーワード〉
収益拡大、顧客訪問機会の増加、 
新規取り組み・事業、改善活動、 
従業員のモチベーションアップ、 
クリエイティブ、AI

時
間
短
縮

人脈形成、自己啓発、社外交流、 
豊富な商品知識 → 成長
健康維持・向上、 
ワークライフバランス、リフレッシュ → 幸せ

東京建物における「働き方改革」のイメージ

時間を生み出す

会社の成長 両立 個人の成長／幸せ

 グループ健康経営宣言
長時間労働やメンタルヘルスの問題に対する関心が高まる中、ワー
クライフバランスを実現し生産性を向上することは、従業員や企業
の持続的な成長にとって、重要な命題となっています。
　東京建物グループでは、グループ健康経営宣言に基づき、健康
増進に向けた取り組みを行っています。

健康経営に関する外部からの評価
健康経営への地道な取り組みが評価され、2014年には日本政策
投資銀行が実施する「DBJ健康経営（ヘルスマネジメント）格付」に
おいて、「社員の健康配慮への取り組みが特に優れている」として、
最高ランクの格付を取得しました。
　また、経済産業省が優良な健康経営を実践している企業を認定
する制度「健康経営優良法人ホワイト500」には、2017年の制度創
設以来、3年連続で認定されています。

東京建物グループ健康経営宣言
東京建物の企業理念は「信頼を未来へ」であり、 

“世紀を超えた信頼を誇りとし、 
企業の発展と豊かな社会づくりに挑戦する” 

という意味が込められています。
この企業理念を体現するためには、役職員ならびに 

その家族が健康であることが大切と考えております。
私たち東京建物グループは、役職員の心身の健康を 

「企業の持続的な発展の源泉」と捉え、一人ひとりの 

健康の維持・増進活動を積極的に推進してまいります。
私は「最高健康経営責任者」として、 

そのための環境整備を強化し、グループ一丸となって 

「健康経営」に取り組むことを宣言いたします。

東京建物株式会社 代表取締役 社長執行役員
野村 均

 健康経営への取り組み
健康改善への取り組み
東京建物では、全ての従業員に高い健康管理意識を持ってもらう
ため、定期健康診断の受診率100%を目指し、取り組みを進めてい
ます（2011年から100%を継続中）。
　健康改善に関しては、健保組合と連携してさまざまな取り組みを
行っています。従業員の健康リスク特性を把握するとともに、特定
検診の対象とならない非肥満者や若年層向けの重症化予防対策
についても積極的に行い、予防と早期治療による健康改善を目指
しています。また、2017年より集団歯科検診も実施し、健康管理
に努めています。
　日常的な健康管理対策として、人間ドックや各種がん検診の受
診、治療に要する医療費や、医薬品の費用、健康管理プログラムへ
の参加費等、自発的な健康管理に要する費用を、福利厚生カフェテ
リアプラン※でカバーできるようにしており、従業員の健康維持へ
の支援を強化しています。
　さらに、これまでインフルエンザの予防接種費用の補助を行って
きましたが、2016年から社内に医師を招いて接種会を実施し、流
行期における集団感染の予防を強化しています。
※  一定のポイント枠を従業員に付与し、その中で自由に個別メニューを選択できる制度。
個人の状況に応じたメニューを組み合わせることができるメリットがある。

メンタルヘルスへの取り組み
東京建物では、全従業員に対して、毎年ウェブサービスによるスト
レスセルフチェックを実施し、従業員が自らのストレス状況を適切
かつ簡便に把握できるようにしています。
　また、健保組合ではメンタルヘルスによるカウンセリングを提供
しており、メンタルヘルスに不安のある従業員が利用できるように
しています。2016年から「精神科顧問医」との連携も開始し、復職
支援トレーニングをはじめとしたサポート体制を整備してい 

ます。
　メンタルヘルスの啓発活動としては、セルフケア・ラインケア研
修を実施しており、特に新任管理職に対しては、ラインケア研修へ
の参加を義務づけています（受講率100%）。
　新入社員向けには、スポーツトレーナーを講師に招き、全員参加
の研修を実施しています。このように従業員全員にメンタルヘル
スの重要性を理解してもらうことに加え、メンタルヘルス不調の早
期発見と予防に取り組んでいます。

役員

階層別研修 グローバル研修

•  語学学校通学
•  海外現地視察
•  海外派遣研修
•  現地法人インターン

•  宅地建物取引士
•  日商簿記検定
•  ビジネス実務法務 
検定

•  ビル経営管理士
•  不動産 
コンサルティング 
技能試験

•  不動産証券化 
マスター

•  再開発プランナー
•  不動産鑑定士
•  一級建築士

•  ビジネススクール・ 
大学院通学支援

•  ビジネススクール 
単科目履修派遣

•  異業種交流研修
•  通信教育
•  社外セミナー

選択型
•  コーチング基礎
•  コーチングアドバンス
•  戦略的OJT

•  リーダーシップ
•  事業創造
•  データサイエンス
•  デザイン思考
•  ネゴシエーション
•  アクションラーニング
•  ブレイクスルー
•  外部有識者講演

役員研修

新任部長研修

新任GL研修

新任課長研修

新任課長代理研修

戦略的コミュニケーション、プレゼンテーション、 
アカウンティング、ファイナンス、マーケティング、 

経営戦略、3年目集大成研修

新入社員研修、不動産基礎実務研修、 
ロジカルシンキング、IT

自己啓発社外派遣 資格取得支援制度

課長

グループリーダー

主任

新入社員

部長

課長代理
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社会変化への対応  

 高齢化社会への対応
サービス付き高齢者向け住宅の展開
近年、少子高齢化が急速に進み、終の棲家としての住宅のあり方
と、介護や医療等のサービスの充実は重要な社会課題といえます。
　東京建物グループは、高齢者向け住宅事業を拡大するため、介
護サービスと高齢者向け住宅の開発運営を行う「東京建物シニア
ライフサポート株式会社」を2014年7月に設立し、2018年末現在
で15棟の「サービス付き高齢者向け住宅※」を運営しています。
　東京建物シニアライフサポートが展開するサービス付き高齢者
向け住宅「グレイプス」シリーズでは、「人」を中心とした暮らしを 

実現するための住宅性能とサービスの提供を通じて、高齢者の方
が「自分らしく生きる」環境を追求しています。
※  サービス付き高齢者向け住宅とは、介護が必要な方が、高額な入居一時金を支払うこ
となく、介護サービス等を利用しながら自由に生活できる賃貸住宅。高齢者の居住の
安定確保に関する法律（高齢者住まい法）によって規定されており、2018年12月末時
点で約23万8千戸が整備され、供給拡大が続いている。

コンシェルジュサービスをベースとしたソフトサービス
日中はコンシェルジュが常駐し、居宅介護支援事業所や訪問介護
事業所、医療機関と連携し、入居者の方一人ひとりに合った最適な
サポートを提案しています。要介護度が高くなった場合でも、有料
老人ホームと同等のサービスが提供可能です。
　また、高額な一時金が不要なので入居しやすいうえ、賃貸借契
約の更新が発生しない終身建物賃貸借契約のため、「終の棲家」と
して安心して暮らしていただけます。

デベロッパーならではの高品質な住まい
「グレイプス」シリーズでは、「Brillia」ブランドの新築分譲住宅事業
で培ったクオリティの高い品質を実現するとともに、バリアフリーに
配慮しています。高齢者住宅に多いワンルームだけでなく、物件に
よって2LDKまでの多様な部屋タイプを用意し、入居者の方それぞ
れに応じた自分らしい暮らしを提供しています。
　また、スイッチ等の高さ設定や掃除のしやすい素材・形状の採用
等、高齢者の方々に使いやすい住環境を整えています。

介護機能の強化
2018年6月、主に介護・看護の現場に人材を派遣・紹介する東京
建物グループ会社であるケアライクおよびフロンティア、フロンティ
ア西日本、メディカルリンクの4社を統合し、「東京建物スタッフィン
グ株式会社」を設立しました。
　会社統合による効率的な広告活動や認知度向上を通じて人材
採用機能を強化するとともに、最適なマッチングによる安定した人
材派遣・職業紹介を強化し、介護分野における常態化する人材不
足に対応します。

有料老人ホーム事業の展開
健康状態等によっては、有料老人ホームを選択される高齢者の方
もいらっしゃいます。従来、誠愛苑が有料老人ホーム運営を行って
きましたが、2018年7月に東京建物シニアライフサポートと合併し
ました。2018年末時点で、4棟の有料老人ホーム事業を展開して
います。

 女性の社会進出の支援
働く女性の幸せを実現するBloomoi

女性の社会進出が進み、女性の生活や幸せのあり方が多様化する
中、住宅やオフィスにおいても、多様な生活様式の変化に対応して
いくことが求められています。
　東京建物では、働く女性のインサイトを深耕し、多様化したニー
ズに応えられる住まいを考え、実現する「Brillia Bloomoi （ブリリ
アブルーモワ）」プロジェクトを2012年から推進しています。当プ
ロジェクトでは「働く女性」を、仕事を持つ女性に限定せず、家事や
育児・介護、地域社会に貢献する活動や学業を行っている女性と幅
広く捉えてサポートしています。
　当プロジェクトでは、当社女性従業員を中心に構成したメンバー
が「共感・対話・共創」を大切にし、働く女性たちが自分らしく、より
幸せになれる住まいを考えています。「Bloom（咲く）」と「moi（私）」 
からなる造語の「Bloomoi」という名称には、働く女性たちのたく
さんの笑顔や才能がしなやかに咲き誇る、という意味が込められて
います。
　当プロジェクトでは、マンションの間取りや住宅設備にとどまら
ず、管理やアフターサービスを含むソフトにまで視野を広げて商品
開発を行っており、Bloomoiのアイデアを活かした商品が続々と登
場しています。

「共創」でニーズを探る
働く女性たちのライフスタイルは実にさまざまです。Bloomoiで
は、共創を重視して、「共創プロセス」によるモノづくりの新たな 

ビジネススキームを構築しました。イベントや対話、Facebook等
を通じて働く女性のインサイトを調査し、商品企画につなげていま
す。調査結果やいただいた意見をもとに設計した間取りや設備は、
働く女性たちとの意見交換などを経てブラッシュアップしていき 

ます。

Bloomoi企画商品を多数採用した「Brillia 大山 Park Front」
2018年10月に竣工した「Brillia 大山 Park Front」は、再開発プロ
ジェクトが進む副都心「池袋」から2km圏内という便利な場所に位
置し、多くの働く女性のため、もっと幸せになれる住まいとなるよ
う、Bloomoiプロジェクトで開発した設備を各所に採用しています。

ブルーモワ・ライブラリー
料理の合間などにちょっとした作業ができるワークスペースをキッチンのそばに設置。 
急な来客時には扉を閉めてすっきりとした空間になる。
（左：オープン時／右：クローズ時）

車いすでの生活にも配慮

 待機児童増加への対応 

「おはよう保育園」の展開
近年、都市部では、人口の集中や共働き世帯の増加により、保育施設
が不足することで待機児童問題が深刻化しており、保育所へ入所でき
ないことにより、職場復帰が遅れる等の社会問題も発生しています。
　東京建物キッズは、保育事業を展開するグローバルグループの
協力のもと、2017年8月に設立され、2017・2018年の2年間で 

8園、2019年4月には新たに4園（※うち1園は認証保育所から認可
保育所への移行）を開園しました。
　「豊かに生きる力を育てる」という保育理念のもと、子どもたちが
自ら考え、主体的に物事に取り組む環境を整備しています。

「おはよう保育園」の由来
保育園は子どもたちにとって初めて接する社会です。社会生活で
一番大切な「挨拶」がしっかりできる人間になってほしい。1日の始
まりに「おはよう」という挨拶で、清々しくスタートしてほしい。将来
も「おはよう保育園」が心の故郷になり、いつまでも愛される園で
ありたい。そんな思いが込められています。

自然素材のぬくもりを感じられるつくりに
子どもが日頃、触れるところから自然素材のぬくもりを感じられる
よう、内装は木材にこだわっています。無垢材の柔らかさ・肌触り・
香りなど、感覚が研ぎ澄まされているうちに本物を感じてほしいと
いう思いがあります。

安全を第一に考えた設備や仕様で子どもたちが快適に過ごせる園舎
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 基本的な方針・考え方
東京建物は、企業価値の増大に向け、経営の健全性・透明性を確保しつつ効率性を高めることを主眼として、最適なコーポレート・ガバナン
スの構築に努めています。

 コーポレート・ガバナンス体制
企業統治の体制として監査役会設置会社方式を採用し、取締役会
および監査役会を設けています。また、執行役員制度の導入によ
り、経営と業務執行の機能分担を明確化し、経営・監督機能と業務
執行機能の強化を図っています。さらに、社外取締役や社外監査
役の選任等によって、経営の監督機能の強化および透明性の確保

等を図っており、経営および取締役の監視・監督機能が十分発揮
可能な体制が構築されていると考えています。
　また、グループ経営会議を設置し、効率的かつ健全なグループ
経営に努めています。

コーポレート・ガバナンス体制図

株主総会

諮問委員会

取締役会（取締役）

社長執行役員

グループ経営会議 内部統制管理委員会

監査

監査 東京建物

東京建物グループ

監査役会（監査役）

会計監査人

選任・解任

選任・監督

諮問

報告

連携答申

選任・解任選任・解任

解任

連携

会計監査

各本部・部門

グループ各社

内部監査室

コーポレート・ガバナンス

地域社会への貢献  

 八重洲・日本橋・京橋でのまちづくり活動
東京建物グループでは、さまざまなコミュニティ活動・ボランティ
ア活動を通じた地域の価値向上は、地域の発展のみならず、自社
の事業の持続的な発展にもつながると考えています。
　そのため、不動産を保有・管理している八重洲・日本橋・京橋等

の地域において、グループ内から参加者を募り、街の清掃活動や
地域活性化のためのイベント運営等、さまざまなコミュニティ活動・
ボランティア活動を行い、地域の価値向上に取り組んでいます。

主なまちづくり活動実績一覧（2018年1月～12月）
イベント名 活動（貢献）内容 グループ社員の参加人数

山王祭 日本三大祭り「山王祭」神輿担ぎ手（6/8～10） 計656名
さくら祭り ラグビーイベント・その他イベント実施（4/6～8） 計25名
東京駅前清掃隊 東京駅周辺の清掃活動（2/23、4/20、9/28） 計531名
中央通りクリーンウォーク
（ゴミ拾い・花の植え替え）

中央通り花壇のゴミ拾い・花の植え替え（3/22、7/19、12/12）
計55名

ラ・フォル・ジュルネ
TOKYO2018

「東京スクエアガーデン」にてエリアコンサート開催（5/3、4）
計8名

東京エキマチキラピカ作戦 東京駅周辺の清掃活動（7/19、11/29） 計297名
日本橋・京橋祭り 特別協賛、実行委員会スタッフ、ラグビーチームの結成（10/28） 計11名
アート&クラフト市 「東京スクエアガーデン」でのイベント開催（毎月1回） 計24名

 清掃活動の実施 

東京建物グループでは、東京建物本社ビルの位置する八重洲・日
本橋・京橋地域をはじめとする複数の地域において、街の美化のた
め、業務開始前の時間等を活用し、清掃活動を定期的に行っていま
す。その活動が評価され、日本橋清掃事業協力会から感謝状をい
ただきました。

 日本三大祭り「山王祭」への参加 

東京建物グループは、東京建物本社所在地域の大切な行事である
「山王祭」に積極的に参加し、伝統文化の継承に努めています。「山
王祭」は天下祭と謳われ、大阪天神祭や京都祇園祭とともに、日本
三大祭りに数えられています。神輿12基が八重洲・日本橋・京橋地
域等を練り歩く下町連合渡御には、多くのグループ従業員が参加
し、神輿担ぎをはじめ地元町内会の方々と一緒にお祭りを盛り上げ
ています。

朝の清掃活動の様子

山王祭の様子
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各会議および委員会の概要
会議・委員会 概要

取締役会
取締役は12名であり、うち4名が社外取締役で構成されています。原則として定例取締役会を毎月1回開催するほか、必
要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関する重要事項を決定し、取締役の業務執行を監督しています。また、監
査役は取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べています。

監査役会 監査役会は、監査役4名（常勤監査役2名）で構成され、うち2名が社外監査役です。

グループ経営会議
役付執行役員等を構成員とし、グループ経営に関する重要な事項について審議しています。また、常勤監査役は審議状
況等を把握するため、グループ経営会議に出席し、必要に応じて意見を述べています。

内部統制管理委員会
内部統制リスク（コンプライアンスリスクおよび内部管理リスク）等について協議およびモニタリングを行い、必要に応じ
て、取締役会、監査役会等に報告します。

諮問委員会
取締役候補者・代表取締役の選定や取締役の報酬等（社外取締役を除く）を審議する諮問委員会を、取締役会の諮問機
関として設置しています。委員は取締役の中から選任していますが、社外取締役の知見・助言を活かすとともに、手続き
の客観性・透明性を確保するため、総数5名以内のうち過半を社外取締役が担うこととしています。

 取締役会の実効性評価
東京建物では年1回、取締役会の構成、議案および運営等
に関するアンケート調査を、全ての取締役・監査役に対して
実施し、調査結果を分析のうえ、取締役会において議論しま
した。
　その結果、取締役会としての実効性は、十分確保されて
いることを確認しました。

社外取締役 

氏名 独立役員 選任理由 取締役在任年数 2018年度
取締役会への出席状況

今井 義行 ○
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き独立した立
場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に
資することが期待されるため、社外取締役に選任しました。

2年 13／13回（100%）

恩地 祥光 ○
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き独立した立
場で、取締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に
資することが期待されるため、社外取締役に選任しました。

1年 9／9回（100%）

服部 秀一 ○
弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場で、取締役
の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資することが
期待されるため、新任の社外取締役に選任しました。

新任 13／13回（100%）※
※社外監査役としての出席状況

永濱 光弘 ○
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場で、取
締役の職務執行に対する監督強化などガバナンス体制の強化に資するこ
とが期待されるため、新任の社外取締役に選任しました。

新任 ̶

監査役 

氏名 独立役員 選任理由 監査役在任年数
2018年度
取締役会への 
出席状況

2018年度
監査役会への 
出席状況

川久保 公司 ̶
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、引き続き、監
査体制の強化に資することが期待されるため、監査役に選任し
ました。

2年
13／13回
（100%）

14／14回
（100%）

吉野 隆 ̶
経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、監査体制の
強化に資することが期待されるため、新任の監査役に選任しま
した。

新任 ̶ ̶

社外監査役 

氏名 独立役員 選任理由 監査役在任年数
2018年度
取締役会への 
出席状況

2018年度
監査役会への 
出席状況

山口 隆央 ○
公認会計士としての専門的な知識・経験等を活かし、引き続き
独立した立場で、監査体制の強化に資することが期待されるた
め、社外監査役に選任しました。

3年
13／13回
（100%）

14／14回
（100%）

稗田 さやか ○
弁護士としての専門的な知識・経験等を活かし、独立した立場
で、監査体制の強化に資することが期待されるため、新任の社
外監査役に選任しました。

新任 ̶ ̶

 社外取締役および社外監査役
当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断したうえで、当社
グループ全体の企業価値向上に資する資質を有する人物を経営陣
幹部に選任し、また取締役・監査役の候補者として指名しています。

なお、取締役・監査役候補者の指名にあたっては、独立社外取締役
を主要な構成員とする諮問委員会での審議を経たうえで、取締役
会で決議します。

評価項目 

分野 内容
構成 社外取締役比率、人数、多様性
議案 議案の数、内容、金額基準
運営 開催回数、開催時間、事前説明のあり方、説明資料、説明時間、 

討議時間、報告事項の内容
その他 支援体制、トレーニングのあり方

 報酬の額およびその算定方法の決定方針
取締役の報酬額は、固定報酬として月額35百万円（年額420百万
円に相当）以内、業績連動報酬（ただし社外取締役を除く）として前
事業年度における連結経常利益の1％かつ親会社株主に帰属する
連結当期純利益の2％の範囲内で支給することとしています。
　また、2018年3月より、取締役等の報酬と当社の株式価値との
連動性をより明確にし、中長期的な企業価値の増大への貢献意識
を高めることを目的として、株式給付信託による株式報酬制度を導
入しました。本制度の導入により、取締役等の報酬は、「固定報酬」、
「業績連動報酬」および「株式報酬」の3種類により構成されること
となりました。株式報酬（ただし社外取締役を除く）は、1事業年度
当たり4万ポイント（4万株相当）を上限として付与することとしてい
ます。
　監査役の報酬については、常勤・非常勤の役割に応じた基本報
酬のみとしており、報酬額は月額8百万円（年額96百万円に相当）
以内と定めています。

取締役および監査役の報酬等の額 

役員区分 支給人員
（名）

報酬等の種類別総額 支給総額
（百万円）固定報酬

（百万円）
業績連動報酬
（百万円）

株式報酬
（百万円）

取締役
（うち社外取締役）

12
（4）

314
（27）

155
（–）

35
（–）

505
（27）

監査役
（うち社外監査役）

4
（2）

64
（12）

–
（–）

–
（–）

64
（12）

合計
（うち社外役員）

16
（6）

379
（39）

155
（–）

35
（–）

570
（39）

取締役の報酬イメージ 

月額35百万円以内

前事業年度の 
連結経常利益の 

1%かつ親会社株主
に帰属する連結当期 
純利益の2%以内

1事業年度に対して 
上限4万ポイント 
（4万株相当）

社内取締役 固定報酬 業績連動報酬 株式報酬
社外取締役 固定報酬 ̶ ̶

 社外取締役・社外監査役のサポート体制
東京建物では、社外取締役および社外監査役をサポートするため、
取締役会事務局である企画部が適宜必要な説明・情報提供等を
行っています。
　また、監査役会の要請に応じて、監査役スタッフとして、監査職
務を円滑に遂行するために必要な人員を配置することとしてい 

ます。

　さらに、常勤監査役は取締役会に加えてグループ経営会議等の
重要な会議に出席し、会計監査人、取締役および各部署の社員か
ら適宜必要な報告を受け、各々と随時意見交換を行うことができ
るよう体制を整えています。
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 リスクマネジメント体制
重要なリスクとして、投資リスク・財務リスク・事業リスク・内部統
制リスクとそれらの集合体である統合的リスクに分類し管理して 

います。
　統合的リスクについてはリスクの統括管理部署である企画部が
所管し、その中の内部統制リスク（内部管理リスクおよびコンプラ
イアンスリスク）については、社長（執行役員）を委員長とする 

内部統制管理委員会にて、協議・対策を行っています。

　一般的な事業リスクについては、グループ経営会議等で対応方
針等が検討されます。
　また、これらのリスクに関する重要な事項については、必要に応
じて取締役会・監査役会等へ報告されます。
　こうしたリスク管理の運用状況のモニタリングや改善等の一連
のプロセスを通じて、リスク管理の徹底を図っています。

 基本的な方針・考え方
東京建物グループは、企業価値の安定的な増大に向け、当社 

グループの事業に影響をおよぼす可能性のあるリスクの管理に努
めています。リスク管理規程を整備し、リスクマネジメント体制を
整備したうえで、継続的にリスクをモニタリング・コントロールし、

リスク管理の徹底を図っています。また、リスク管理体制の整備に
あたっては、リスクマネジメントの国際規格 ISO 31000および国
内規格JIS Q 31010を参考にしています。

リスクマネジメント体制図

取締役会

各部室店
リスク管理責任者：各部室店長　業務遂行の管理・推進：業務管理責任者

リスク 
管理部門

統合的リスク
（投資リスク・財務リスク・内部統制リスク・事業リスクの集合体）

投資リスク 財務リスク
内部統制リスク
（内部管理リスク、 

コンプライアンスリスクの集合体）
事業リスク

リスク 
カテゴリー

重要な事項の報告

監査

報告 報告 報告モニタリング・ 
改善

モニタリング・ 
改善

モニタリング・ 
改善

重要な事項の報告 重要な事項の付議・報告

内部統制管理委員会
委員長 ： 社長
事務局 ： 総務コンプライアンス部
補佐 ： 企画部、内部監査室

グループ経営会議等
議長 ： 社長
事務局 ： 企画部

コンプライアンスリスクマネジメント

 コンプライアンスの推進
東京建物グループでは、末永く社会から信頼され、健全な企業活
動を継続するため、コンプライアンスを「法令にとどまらず社会規
範や企業倫理まで遵守すること」と定義しています。企業にとって
期待に応えるべき相手とは、お客様、お取引先、株主、投資家、地
域社会、従業員等であり、企業を取り巻くこうした人々のニーズに
誠実に応えていくことが重要です。
　当社グループでは、コンプライアンスに徹した企業活動を推進
するため、2009年6月、社会に対する誓約としてグループ会社共
通の「コンプライアンス憲章」を制定し、取り組みを進めています。
　また、コンプライアンスを推進する体制として、グループのコン
プライアンスならびに内部管理リスク全般を協議する「内部統制管
理委員会」を設置し、グループのコンプライアンス活動を統括して
います。

 コンプライアンス研修
東京建物グループでは、毎年、グループ合同eラーニング研修を実
施しています。2018年は、グループ全体で13社の役職員約2,800

名を対象に、「コンプライアンス全般」「ハラスメント防止」のほか、
腐敗防止の取り組みを兼ねてインサイダー取引防止等の「情報管
理」、マネーロンダリング防止等の「宅地建物取引業法と犯罪収益
移転防止法」について、知識習得および法令改正に伴う知識のブ
ラッシュアップを図りました。このほかにも、グループ新入社員合
同研修、役員・部長・課長向けハラスメント防止研修、東京建物新
入社員向け研修、新任指導職向け研修等の階層別研修やインサイ
ダー取引防止研修を実施しました。

　また、腐敗防止や贈収賄防止を企図して、東京建物の社内イント
ラネットを活用し、「インサイダー取引防止」「節度ある飲酒」「公務
員との適正な関係」に関する記事をスポットで掲載し、社内周知を
図りました。
　さらに、業務上重要性の高い法令分野や税務に関するテーマに
ついては、社外専門家を講師に招いてセミナーを開催し、グループ
全体で事業に関連する最新の裁判例や税制改正その他の情報を
共有しています。

 ヘルプラインの設置
東京建物グループでは、法令違反や不正行為などを未然に防止 

するための相談・通報窓口として、グループ共通で利用が可能な
「東京建物グループ ヘルプライン」を設置しています。また、外部
の弁護士事務所による受付窓口も設置し、相談・通報しやすい体制
を整備しています。いずれもグループで業務に従事している全て
の従業員が利用できます。
　各窓口で受け付けた相談・通報については、東京建物内部監査
室（社長直轄の組織）に報告され、独立した立場で内容に応じて調
査・事実確認等が行われます。

　コンプライアンスに違反する行為に対しては、速やかに是正措置
および再発防止策を講じるなど、適宜対応を行っています。より重
大な事案については内部統制管理委員会が招集され、対応が検討
される仕組みとなっています。
　また、通報者については、公益通報者保護法の精神に則り、適切
に保護します。

東京建物グループ 

コンプライアンス憲章

私たちは、以下のコンプライアンス憲章に基づき、 
コンプライアンスに徹した企業活動を遂行していきます。

・法令等を遵守し、公正で健全な企業活動を行います。
・お客様の立場で考え、誠実に行動します。
・企業活動を通じて、より良い社会の実現に貢献します。
・ お互いの人格や価値観を尊重し、 
働きやすい職場環境を確保します。

2009年6月制定

監査役会

企画部
リスク管理統括責任者 ： 企画部長
リスク管理統括補佐者※ ： 総務コンプライアンス部長
※ 内部管理リスクの場合のみ

47東京建物株式会社   統合報告書201946 東京建物株式会社   統合報告書2019



役員一覧（2019年4月1日現在）

1987年 4月 当社入社
2009年 3月 当社商業施設事業部長
2012年 3月 当社ビル事業企画部長
2013年 3月 当社ビル事業企画部長兼商業施設事業部長
2015年 3月 当社執行役員都市開発事業部長
2017年 1月  当社常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当兼 

企画部長
2017年 3月  当社取締役常務執行役員人事部・企画部・ 

総務コンプライアンス部担当兼企画部長
2019年 1月  当社取締役常務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部・ 

鑑定部担当兼企画部長（現任）

和泉 晃

取締役
常務執行役員

1984年 4月 (株）富士銀行入行
2011年 4月 (株）みずほ銀行執行役員ウェルスマーケティング部長
2011年 7月 同行執行役員本店本店第二部長
2012年 10月 同行執行役員東京営業部東京営業第二部長
2013年 3月  当社取締役常務執行役員財務部・経理部・ 

事務サービス部担当兼アセットサービス事業本部長兼財務部長
2014年 2月  当社取締役常務執行役員財務部・経理部担当兼 

アセットサービス事業本部長兼財務部長
2015年 3月  当社取締役常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部・ 

鑑定部担当兼アセットサービス事業本部長兼 
クオリティライフ事業本部長兼財務部長

2015年 7月  当社取締役常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部・ 
鑑定部担当兼クオリティライフ事業本部長兼財務部長

2017年 1月  当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼 
クオリティライフ事業本部長

  東京建物不動産販売（株）代表取締役社長執行役員（現任）
2019年 1月 当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長（現任）

加茂 正巳

取締役
専務執行役員

1979年 4月 (株）富士銀行入行
2006年 3月 (株）みずほコーポレート銀行執行役員業務監査部長
2008年 4月 同行常務執行役員営業担当役員
2011年 6月 (株）みずほ銀行副頭取執行役員支店部担当
  同行代表取締役副頭取執行役員支店部担当
2012年 4月 同行代表取締役副頭取執行役員営業店業務部門長
2013年 3月 東京建物不動産販売（株）代表取締役社長執行役員
2015年 7月 当社専務執行役員アセットサービス事業本部長
2015年 10月 当社専務執行役員アセットサービス事業本部長兼海外事業本部長
2016年 3月  当社取締役専務執行役員アセットサービス事業本部長兼 

海外事業本部長
2017年 1月  当社代表取締役会長執行役員
  東京建物不動産販売（株）取締役会長（現任）
2019年 3月 当社代表取締役会長（現任）

種橋 牧夫

代表取締役
会長

1982年 4月 当社入社
2002年 10月 当社福岡支店長
2011年 3月 当社取締役企画部長
2012年 3月 当社取締役ビル営業推進部長
2013年 1月 当社取締役法人営業推進部長
2013年 3月 当社執行役員法人営業推進部長
2015年 3月  当社取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・ 

名古屋支店担当兼ビル事業本部長
2019年 1月  当社取締役専務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・ 

名古屋支店担当兼ビル事業本部長（現任）

福居 賢悟

取締役
専務執行役員

1981年 4月 当社入社
2005年 3月 当社ビルマネジメント部長
2008年 3月 当社取締役ビル企画部長
2011年 3月 当社常務取締役関西支店・九州支店担当兼ビル事業本部長
2012年 3月 当社常務取締役ビル事業本部長
2013年 3月  当社取締役常務執行役員関西支店・札幌支店・九州支店・ 

名古屋支店担当兼ビル事業本部長
2015年 3月 当社取締役専務執行役員人事部・企画部・総務コンプライアンス部担当
2017年 1月 当社代表取締役社長執行役員（現任）

野村 均

代表取締役
社長執行役員

1987年 4月 当社入社
2007年 3月 当社RM事業部長
2009年 7月 (株）東京リアルティ・インベストメント・マネジメント取締役財務部長
2012年 3月 当社企画部長
2015年 3月 当社執行役員企画部長
2017年 1月  当社常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部・鑑定部担当兼 

海外事業本部長兼リゾート事業本部長兼財務部長兼海外事業部長
2017年 3月  当社取締役常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部・鑑定部担当兼 

財務部長兼海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長
2017年 8月  当社取締役常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部・鑑定部担当兼 

海外事業本部長兼海外事業部長兼リゾート事業本部長
2019年 1月  当社取締役常務執行役員広報CSR部・財務部・経理部担当兼 

海外事業本部長兼海外事業部長（現任）

小澤 克人

取締役
常務執行役員

取締役

1978年 4月 安田生命保険（相）入社
1995年 4月 同社沼津支社長
2008年 4月 明治安田生命保険（相）理事大阪中央支社長
2009年 6月 (公財）明治安田こころの健康財団専務理事（2012年3月退任）
2011年 4月 明治安田保険サービス（株）代表取締役社長（2017年3月退任）
2017年 3月 当社社外取締役（現任）

今井 義行

取締役（社外）

1986年 4月 当社入社
2011年 3月 当社RM事業部長
2012年 3月 当社住宅賃貸事業部長
2014年 9月 当社住宅賃貸事業部長
  東京建物シニアライフサポート（株）代表取締役社長（現任）
2016年 1月 当社執行役員
2019年 1月  当社常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼 

リゾート事業本部長
2019年 3月  当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼 

リゾート事業本部長
2019年 4月  当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼 

リゾート事業本部長兼クオリティライフ事業企画部長兼 
リゾート事業企画部長（現任）

1987年 4月 当社入社
2006年 3月 当社RM事業部長
2007年 3月 当社住宅情報開発部長
2015年 1月 当社人事部長
2016年 1月 当社執行役員人事部長
2017年 1月 当社執行役員住宅事業副本部長
2019年 1月 当社常務執行役員住宅事業本部長
2019年 3月 当社取締役常務執行役員住宅事業本部長（現任）

1976年 4月 (株）富士銀行入行
2003年 3月  (株）みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第六部長兼 

大手町営業第七部長
2005年 4月 同行常務執行役員営業担当役員
2010年 4月 同行取締役副頭取米州地域統括役員（2013年4月退任）
2013年 4月 みずほ証券（株）取締役会長兼米国みずほ証券会長
2015年 4月 みずほ証券（株）常任顧問兼米国みずほ証券会長
2015年 5月 みずほ証券（株）常任顧問（現任）
2015年 6月 アズビル（株）社外監査役（現任）
2018年 3月 (株）クラレ社外監査役（現任）
2019年 3月 当社社外取締役（現任）

加藤 久利

取締役 
常務執行役員

秋田 秀士

取締役
 常務執行役員

永濱 光弘

取締役（社外）

1977年 4月 (株）ダイエー入社
1994年 4月 同社経営企画本部長
1998年 9月 (株）アール・イー・パートナーズ取締役副社長（2000年4月退任）
1999年 12月 (有）オズ・コーポレーション取締役（代表）（現任）
2000年 3月 (株）レコフ事務所（現（株）レコフ）執行役員
2007年 6月 同社取締役兼主席執行役員
2010年 6月 同社代表取締役社長兼CEO
2016年 10月 同社代表取締役会長（2017年9月退任）
2016年 12月 Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ（株）取締役（2017年9月退任）
2018年 3月 当社社外取締役（現任）
2018年 4月 辻・本郷 ビジネスコンサルティング（株）取締役会長（2018年11月退任）
2018年 6月 日本調剤（株）社外取締役（現任）

恩地 祥光

取締役（社外）

1984年 4月 弁護士登録
1988年 7月 服部法律事務所（現服部総合法律事務所）設立（現任）
2004年 6月 ウシオ電機（株）社外監査役（2016年6月退任）
2007年 4月 慶應義塾大学法科大学院講師（金融商品取引法担当）（現任）
2009年 3月  (株）ルック（現（株）ルックホールディングス）社外監査役 

（2019年3月退任）
2013年 1月 ポッカサッポロフード&ビバレッジ（株）社外監査役（2016年3月退任）
2015年 3月 当社社外監査役（2019年3月退任）
2016年 6月 ウシオ電機（株）社外取締役（2018年6月退任）
2019年 3月 当社社外取締役（現任）

服部 秀一

取締役（社外）
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監査役

1980年 4月 安田信託銀行（株）入社
1999年 10月 同社コンサルティング部長
2007年 4月 みずほ信託銀行（株）執行役員コーポレートビジネス企画部長
2009年 4月 (株）みずほ銀行常務執行役員総合コンサルティング部長
2011年 4月 同行常務執行役員支店担当兼法人グループ副担当
2012年 4月 同行常務執行役員営業店担当役員
2013年 3月 みずほ信不動産販売（株）代表取締役社長
2015年 7月 みずほ不動産販売（株）代表取締役社長（2017年3月退任）
2017年 3月  当社監査役（現任）

川久保 公司

監査役（常勤）

1985年 2月 公認会計士登録
1987年 9月 山口公認会計士事務所入所
1996年 1月 山口公認会計士事務所所長（現任）
2013年 6月 サトーホールディングス（株）社外監査役（現任）
2015年 6月 キョーリン製薬ホールディングス（株）社外監査役（現任）
2016年 3月 当社社外監査役（現任）

山口 隆央

監査役（社外）

1983年 4月 安田火災海上保険（株）入社
2009年 4月 (株）損害保険ジャパン海上保険室長
2011年 10月  Sompo Japan Nipponkoa Insurance Company of Europe 

取締役社長（2016年3月退任）
2013年 4月 (株）損害保険ジャパン欧州部特命部長
2014年 4月 同社執行役員欧州部長
  日本興亜損害保険（株）執行役員欧州部長
2014年 9月 損害保険ジャパン日本興亜（株）執行役員欧州部長
   損害保険ジャパン日本興亜ホールディングス（株）執行役員欧州部長

（2016年3月退任）
2016年 4月 損害保険ジャパン日本興亜（株）常務執行役員
2018年 4月 同社常務執行役員企業マーケット推進本部長（2019年3月退任）
2019年 3月 当社監査役（現任）

2007年 9月 弁護士登録
  半蔵門総合法律事務所入所（2009年12月退所）
2010年 1月 表参道総合法律事務所入所（現任）
2019年 3月 当社社外監査役（現任）

吉野 隆

監査役（常勤）

稗田 さやか

監査役（社外）

地位 氏名 担当および重要な兼職の状況
社長執行役員 野村 均
専務執行役員 加茂 正巳 アセットサービス事業本部長　東京建物不動産販売（株）代表取締役社長執行役員

福居 賢悟 関西支店・札幌支店・九州支店・名古屋支店担当兼ビル事業本部長

常務執行役員 小澤 克人 広報CSR部・財務部・経理部担当兼海外事業本部長兼海外事業部長

和泉 晃 人事部・企画部・総務コンプライアンス部・鑑定部担当兼企画部長

加藤 久利 クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長兼クオリティライフ事業企画部長兼リゾート事業企画部長　 
東京建物シニアライフサポート（株）代表取締役社長

秋田 秀士 住宅事業本部長

執行役員 鈴木 康史 ビルエンジニアリング部長

城﨑 好浩 （株）東京リアルティ・インベストメント・マネジメント代表取締役社長

田代 雅実 プロジェクト開発部長

栄田 聡 関西支店長兼関西住宅事業部長

神保 健 住宅事業副本部長兼住宅情報開発部長

古林 慎二郎 都市開発事業部長

髙橋 伸欣 総務コンプラインアンス部長

大久保 昌之 住宅事業企画部長

杉瀬 一樹 商業事業第一部長

執行役員

 52 主要財務・非財務データ
 54 財務諸表
 59 企業情報

コーポレートデータ
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