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で大きく引き上げることができたのは、市況の後押しに加
あらわれ、具体的な案件が動き始めました。このようなグ

ています。

ループ求心力の高まりは、定量目標の達成以上に大きな

ビル事業では「Hareza 池袋」をはじめとした開発プロ

成果であり、この流れを絶やさず、更なる持続的成長へ

ジェクトでグループの強みを発揮し、エリアの課題やニー

とつなげるため、グループ全社の共通認識となるビジョン

ズに応える新提案を次々と行い、地域の魅力と価値向上

を設けることを決めました。

中期経営計画

え、グループ社員全体の大きな頑張りがあったと評価し

を図ってきました。また、E コマースの進展に着目し物流
しいアセットの開発も積極的に展開しました。住宅事業で
は「Brillia Towers 目黒」など、
マンションブランド
「Brillia」

長期ビジョンの策定にあたっては、将来社会を見据え、

のフラッグシップとなるタワーマンションの供給に加え、
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そこからのバックキャスティングで具体的な目標を定める

プロジェクト」の推進などお客様満足にこだわった開発に

ため、様々な議論を行いました。東京建物グループが本

よりブランド価値の更なる向上に努め、お客様からの高い

拠を置く東京駅周辺の八重洲・日本橋・京橋エリアは、

評価を獲得することができました。また、2015 年末から

国内最大の企業集積地であり、日本経済の成長に大きく

取り組んできたグループ事業体制の再構築により、住宅

影響を及ぼす場所です。 人口減少や人々の価値観の多

事業の製販管一体のサービス体制が定着し、より良い商

様化、テクノロジーの進展によって、社会の変化は今後

品・サービスの創出につながっています。 そして、不動

さらに加速していくと見られ、不動産開発を担う私たちは

産に関する様々な事業分野においてグループ会社間、部

それらの課題をいち早く捉え、事業を通じてその解決に

門間での垣根を越えた協働により、各事業でシナジーが

貢献していかなければなりません。 現在、当社グループ
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多様化するお客様ニーズに応える商品づくり「Bloomoi

セグメント別報告

「社会課題の解決」
と「企業としての成長」の
より高い次元での両立を目指す

施設開発事業に参入するなど、時代のニーズを捉えた新

が進める大規模再開発がおおむね竣工を迎える 2030 年
は、奇しくも SDGs のターゲットイヤーとも重なっており、
2030 年頃の東京をどのようなまちにしたいのか、私たち
がどんな企業グループでありたいのかを熟考しました。
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う言葉に集約しました。“Develop”という言葉は、土地
や建物を“開発する”という意味のほかに、ソフトの面か
ら“発展させる”
“進展させる”という意味を持っていま
す。単にビルや住宅というハードを造って収益を積み上げ
るだけでなく、人が「住む」
「働く」
「憩う」場をサービス
も含めて創造し、長期的な視点からまちの文化や機能を

Brillia Towers 目黒
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「次世代デベロッパーへ」
その思いを形作る事業を実行し、
信頼され続ける企業を目指します。

そして、その目指す姿を「次世代デベロッパーへ」とい

選定しました（⇒ P26 ～ 29 CFO メッセージ参照）
。収

のような企業像です。 不動産開発に関わる社員だけでな

課題の解決」と「企業としての成長」をこれまでとは違っ

益性・効率性・安定性のバランスを意識しながら、資本

く、販売や管理などに関わる社員も含めたすべてのグルー

たレベルで両立させることのできない企業は、今後末永

効率が高い事業ポートフォリオの確立を目指しています。

プ社員がまちや社会を“Develop”する意識を持って携

く存続することはできないとの認識にも至り、そこから「次

また、これらの重点戦略を進めていくうえで、
「ESG 経

わっていく、そのような意味を込めて「デベロッパー」と

世代」という言葉を導きました。 東京建物グループは、

営の高度化」は欠かすことができません。 そのために、

いう言葉を選びました。

これらの課題に対し、次世代の視点から向き合い、どのよ

中計の公表と合わせてサステナビリティ委員会を設置する

うな局面にあっても、しなやかに対応できる企業体に生ま

など、グループ全体でサステナビリティ施策を推進するた

れ変わっていくことを目指します。

めの体制整備を行いました。SDGs は 17 のグローバル

また、現代の社会は気候変動の問題や多発する自然災
害、グローバル間の激しい経済競争など、差し迫った課

特集

題を数多く抱えています。変化の著しいこの時代、
「社会
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発展させていく。 議論を重ねる中で浮かんできたのはそ

目標と 169 のターゲットで構成されていますが、気候変

特に注視する外部環境

動への対応や自然災害への対策、安全・安心な住まいの

国際的な都市間競争の激化

金融環境の変化

国内の総人口・生産年齢人口の減少

ワークスタイルやライフスタイルの多様化
デジタル技術の進展やグローバル化の加速

ESG に対する意識の高まり

地政学リスク、自然災害リスクの増大

スを捉えていくことが重要になるでしょう。

感じていますので、SDGs への貢献にも積極的に取り組
んでまいります。そして、これらに対する当社グループの

また、ステークホルダーとの関係性もこれまで以上に重

貢献が社会やお客様から認められた時、当社グループの

視していかなければならないと考えています。長期ビジョ

持続的成長は必然的に図られ、長期ビジョンの達成に至

ンのサブステートメントのなかで「すべてのステークホル

るものと考えています。

ダーにとってのいい会社を目指す」と掲げましたが、私自

中期経営計画

人材獲得競争の激化

提供など、不動産事業に関連する社会課題が多く内在し
ており、当社グループが貢献できる項目は非常に多いと

身、東京建物グループを日本一いい会社だと自負してい

2030 年頃を見据えた長期ビジョン

人口動態の変化や人々の価値観の多様化、テクノロジーの加速度的な進展など、
変化が激しく、不確実性が高まっている時代のなか、
サステナブルな社会の実現に向けて様々な課題が顕在化している。
東京建物グループは、
デベロッパーが果たす役割も大きく変わるべきだと考え、事業を通じて
「社会課題の解決」
と「企業としての成長」
をより高い次元で両立することで、
すべてのステークホルダーにとっての「いい会社」
を目指します。

ジョンの達成に向け、最初の 5 カ年となる 2020 年から

もに、ストック型社会のニーズに応える仲介・ファンド・

2024 年の新中期経営計画を発表しました。2020 年 5

駐車場等のサービス事業の強化を図り、グループで連携

月、
「東京駅前八重洲一丁目東 B 地区市街地再開発事業」

してアセットを拡大、収益の基盤を固めていきます。さら

に向けた解体・着工のため本社移転を行いましたが、最

に、新中計では、国内のみならず海外事業の成長も実現

初の重点戦略は、この八重洲再開発を地元の権利者の

するため、中国や東南アジアでの継続的な事業機会獲得

方々と一体となって着実に推進していくことです。そして

を目指します。

住宅事業では、これまで培ってきた再開発・建替え推進

なお、これらの重点戦略は事業環境や社会の変化への

のノウハウを活かし競争力の高いマンションの開発機会を

対応を見据えた事業ポートフォリオの考え方に基づいて
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考えています。株主様、お客様、お取引先様、社員など、
それぞれの立場で利益が相反する部分もありますが、す

きく変化しており、今までとは異なる意識を持って事業に

べてのステークホルダーからの「信頼」を大切にする姿

取り組んでいかなければならないと非常に強く感じていま

勢を今後もしっかりと貫いていくことで、どの角度から見

す。不動産事業は業績が市況の振れに左右されがちです

てもバランスのとれた「いい会社」になることは不可能で

が、これからの時代、マーケットが悪いから仕方がないで

ないと私は思っています。100 年、200 年先にも社会か

は許されません。いかなる場合にも収益性や生産性を確

ら信頼される企業であるために、東京建物グループはグ

保しながら、社会の変化に的確に対応し、ビジネスチャン

ループ一丸となって邁進していきます。

長期ビジョンの基本方針
着実な利益成長

様々な社会課題の解決

2030 年頃の目指す姿：

SDGs 達成への貢献

連結事業利益※ 1,200 億円
※連結事業利益＝連結営業利益＋持分法投資損益

利益成長の基本方針
■ 安定的な賃貸利益を着実に拡大、利益構成の中心とする
■ 資本効率を意識したバランスの良い利益構成を目指す

07
統合報告書 2020

E
S
G

東京建物株式会社

統合報告書 2020

データセクション

件の開発・売却をより積極的かつ機動的に推進するとと

切にする精神が、当社グループの最大の持ち味であると

ナウイルス感染症の世界的流行に伴い私たちの生活は大

ことで、
「Brillia」ブランド力の更なる向上を狙っていき

東京建物グループは、2030 年頃を見据えた長期ビ

きました。このステークホルダーからの「信頼」を最も大

長期ビジョン・新中計のスタートを切った今、新型コロ

獲得し、社会の変化に対応した良質な住まいを提供する
ます。また、前中計期間に拡大させてきた投資家向け物

来」をつくると信じてお客様や取引先様との関係を築いて

報告

目指す姿の実現に向けて、
新中期経営計画（2020 -2024 年度）
を推進

ます。企業理念にあるように、私たちは「信頼」こそが「未
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次世代デベロッパーへ

築いてきた信頼のもと、
すべてのステークホルダーにとって
「いい会社」
を目指す

