東京建物の価値創造

価値創造のあゆみ

顧客や社会のニーズに応える
提案力・課題解決力

安田財閥の創始者でもある当社の創業者・安田善次郎が大切にしていた

時代の変化を捉え

「お客様第一の精神」と「進取の精神」の想いを受け継ぎ、

東京建物の価値創造

120年超にわたる事業を通じて培った強み

新しいことに挑戦する社風

近代的不動産業の草分けとして、創業以来様々な先駆的な取り組みにチャレンジしてきました。

120 年超にわたり培った

120 年超にわたるまちづくりの取り組みが、現在の当社の強みにつながっています。

信頼・実績・ノウハウ
特集

2012-

1997-2011

都市の未来につながるまちづくり

総合デベロッパーとしての飛躍

激動の時代のなかで創立

1946-1996

更なる飛躍を目指し、総合不動産会社として総合

次々と着手、当社を代表する物件が続々と竣工。

時代とともに事業を拡大

力を活かし、大規模再開発事業や日本初の不動産

持続可能な社会の実現に向けて、人と社会と地球環境と向き合

証券化商品の開発など高度な取り組みに挑戦。

い、次世代を見据えたまちづくりを推進。

日本経済の発展に伴いオフィスへの需要が高まる
なか、オフィスビル事業を積極的に拡大。高度成長

不動産取引の基盤を整備するため、土地建物に

商業施設事業やファンド事業、駐車場事業など新
たな事業領域にも挑戦し、多角化を推進。

期の住宅不足を受けて分譲マンション事業に進出。

特化した金融機関として、安田財閥創始者である

さらに、
これらの用地の取引需要に応えるため、

安田善次郎によって創立。

仲介事業にも参入し、総合不動産会社として事業

日
 清戦争後には中国へ進出し、住宅やビルの管
理運営事業を展開し、実績を積み重ねた。

少子高齢化の進展・老朽化

マンションの増加などを踏ま

点から面へのまちづくり
オフィス・住宅・商業の複合再開発に挑戦
これまでの開発ノウハウを活かし、計画地の高度利用を
推進し、錦糸町でオフィス・高層マンション・商業施設

住宅不足に対応した分譲マンション事業への進出

事業を通じた社会貢献を志して

の複合再開発プロジェクト「olinas 」
を開発。

行するなか、取 引 基 盤

閥の創始者・安田善次

1969 年に「広尾ハイ

くりを推進し、エリアマネジメ

発では産官学連携してまちづ

ントの展開による地域連携の

ンブームの先駆けと

「お客様第一の精神」
と

強化と、緑のなかで働く新し

なった。

olinas

いオフィス環境の整備を実現。

E
S
G

報告

「進取の精神」
は現在も

建替えるとともに、新しいコ

ミュニティづくりに貢献。

「中野セントラルパーク」
の開

ツ」
を開発し、マンショ

郎により創立。

ニュータウン」
を開発。老朽化

する団地を新築マンションに

たことを受け、分譲マ

ンション事業に進出。

を整備するべく、安田財

えプロジェクト「Brillia 多 摩

新しい働き方を提案するまちづくりを展開

不足が社会問題化し

不正な不動産取引が横

えた日本最大級の団地建替

Brillia 多摩ニュータウン

高度成長に伴う住宅

安田善次郎により創立

地域・コミュニティに配慮したまちづくりを展開

セグメント別報告

を拡大。

中期経営計画

1896-1945

これまで蓄積してきたノウハウを活かし、大規模な再開発事業に

受け継がれる。

広尾ハイツ

安田善次郎

オフィス需要に対応した
大規模オフィス開発への挑戦

近代的不動産業の
草分けとして活動

の開発では、PFI 付帯事

築オフィスビルを次々に開

理の分野における幹事

ロジェクト「新宿センター

事業全体の企画や設計

発。1979 年には大規模プ

直 後には「 東 京 建 物ビ

ビル」
が竣工、新宿副都心

ルヂング」
を建設し、近

のランドマークとなった。

代的不動産業の草分け

国際競争力強化に貢献するまちづくりを展開

「 霞 が 関コモンゲート」

当社の旗艦物件である「大手町タワー」

業、保留床取得、維持管

の開発を通じ、敷地全体の約 3 分の 1に

会社を務めるとともに、

リーホテル「アマン東京」
を誘致するな

などで主導的な役割を

づくりを展開。

及ぶ「大手町の森」
を配置、ラグジュア

ど、東京の競争力強化に貢献するまち

担った。

として事業を展開。
東京建物ビルヂング

新宿センタービル
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霞が関コモンゲート

大手町タワー
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データセクション

る割賦販売方式を導入

したほか、関 東 大 震 災

中野セントラルパーク

PFI 付帯事業の推進

東京の発展に伴いオフィス
需要が増したことから、新

住宅ローンの原型とな

行政と連携したまちづくり

東京建物の価値創造

東京建物の価値創造

価値創造プロセス
東京建物グループは、絶えず変化する事業環境を的確に捉え、
ESG 経営の⾼度化に取り組みながら、強みを活かした事業活動を推進することで、
着実な利益成⻑と社会課題の解決を⽬指します。

特集

東京建物グループの
注視する外部環境
国際的な都市間競争の激化

インプット

事業活動を支える健全な財務基盤

国内の総人口・
生産年齢人口の減少

用して、事業機会・開発機会を

●有利子負債 /EBITDA 倍率

販売・賃貸・管理

事業資本
安定収益を生む長期保有資産
●有形・無形固定資産

9,027 億円

事業活動

機会の獲得

3,373 億円

住まう人や集う人に、安心と信頼

を抱いていただけるよう、その

場所やコミュニティの発展を担
い、営みを支える

●大規模再開発・建替えの推進ノウハウ
●グループ総合力を活かした管理・運営

開発

●商品・サービスのブランド力

同事業者等とともに、社会課題

解決に貢献するまちづくりによっ

て、エリアの魅力を向上させる

資本効率の維持・向上
→ ROE

中期経営計画→ P22
セグメント別報告→ P30

財務健全性の維持・向上
→ D/E レシオ 2.4

倍 程度

12

倍 程度

●収益機会を見極める目利き力

環境対策の更なる強化

人的資本

持続的成長を支える

ESG に対する意識の高まり

誰もが自分らしい暮らしを

自然災害リスクの増大

3 つの強み

●幅広い顧客・テナントリレーション

E
S
G

10

顧客や社会のニーズに応える
提案力・課題解決力

ESG 経営の⾼度化
環境

→ P44

ステークホルダーとの
関係の維持・強化

自然と環境に配慮した

ガバナンス強化による収益性向上・
経営の透明性向上

時代の変化を捉え
新しいことに挑戦する社風

社会

→ P46

120 年超にわたり培った
信頼・実績・ノウハウ

ガバナンス

→ P48

マテリアリティ→ P12
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サステナブルなまちづくり
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データセクション

●豊富な情報ルート

東京建物株式会社

実現できるまちづくり

5,396 名

社会・関係資本
地政学リスク、

まちづくり

人材の確保・育成

655 名

●グループ従業員数

国際都市「TOKYO 」
に貢献する

報告

●本社従業員数

誰もが魅き付けられる

● ESG 経営の重要テーマ

デジタル技術の進展や
グローバル化の加速

目指す社会価値

8～10%

    有利子負債 /EBITDA 倍率

地域の方々や行政、
金融機関、共

知的資本

億円

次世代デベロッパーへ

セグメント別報告

●販売用不動産

ライフスタイルの多様化

人材獲得競争の激化

→事業利益 750

応した提案を行う

12.6 倍

開発利益につながる短期回転資産
ワークスタイルや

安定的で持続的な利益成長

継続的に獲得し、社会変化に対

2.5 倍

長期ビジョン
中期経営計画

● D/Eレシオ

●中期経営計画における財務目標

実績・ノウハウ・情報ルートを活

1 兆 5,640 億円

2030 年頃の
東京建物グループが目指す姿

アウトプット
（2024年目標）

機会の獲得

財務資本
●総資産

金融環境の変化

ビジネスモデル

東京建物の価値創造

東京建物の価値創造

マテリアリティ
（重要課題）
マテリアリティ特定プロセス

東京建物グループでは、事業を通じて解決していく社会課

また、グループ全体で横断的にサステナビリティ施策を推

題として、9 つのマテリアリティ（重要課題）
を特定していま

進するため、ESG 経営の高度化にも取り組んでおり、E（環

す。これらの課題解決を通じ、3 つの目指す社会価値を提供

境）
・S（社会）
・G（ガバナンス）
についてそれぞれ重要テー

Step 1

していきます。

マを設定しています。

社会課題の
検討・抽出

まず、事業につながる社会課題を幅広く捉えるため、国際的な課題（SDGs）
、国内特有の課題（未
来投資戦略）
、業界特有の課題（都市再生基本方針、国家戦略特別区域基本方針）を加味し、
東京建物グループが検討すべき 35 項目の社会課題を抽出しました。

目指す社会価値

マテリアリティ（重要課題）

Step 2

SDGs への貢献

抽出した
課題の評価

都市機能の強化・高度化
誰もが魅き付けられる
国際都市「TOKYO 」
に

決が求められる課題かどうか）
、事業との親和性（現状事業との関係が近いか、将来的に事業とし
て取り組みたい領域か）の２つの観点を用いることを決定。さらに重要度を明示化するため、4

市街地再開発の推進、公共貢献施設等の整備、
エリアマネジメントを通じた賑わいの創出

つの側面から点数づけを行いました。

グローバル化への対応

・評価の観点

グローバル企業の誘致、訪日外国人の受け入れ環境の整備

・指標の点数化

イノベーションの推進

事業との親和性

社会ニーズの大きさ

2 自社事業との関連性

1不動産業界との関係性

3 中期経営計画との関連性

オープンイノベーションの推進、データ・IT 技術の活用

4 取締役アンケート結果

中期経営計画

貢献するまちづくり

35 項目の社会課題を評価し、重要度を測りました。評価にあたっては、社会ニーズの大きさ（解

特集

東京建物グループのマテリアリティ

不動産ストックの活用・再構築
建替え・再開発事業の推進

誰もが自分らしい暮らしを
実現できるまちづくり

働き方・家族構成の変化など、
時代の変化に応じた空間づくり・場の提供

評価に基づく
マッピング

マッピングによって絞り込まれた

重要
課題

重要度の高い項目を、内容から
3 つの分野に整理し、マテリア
リティとして決定しました。

少子高齢化への対応

（マテリアリティ）

子育てしやすい環境の整備、高齢者にやさしい環境の整備

自然との調和

マテリアリティ項目を
決定（P.12 参照）
セグメント別報告

Step 3

事業との親和性

価値観・ライフスタイルの多様化への対応

緑を取り入れた環境の整備、生態系の維持保全

自然と環境に配慮した
サステナブルなまちづくり

環境負荷の低減
エネルギー・水などの資源の効率利用、
廃棄物の削減、リサイクルの推進

社会ニーズの大きさ

自然災害対策の推進

Step 4

気候変動に伴う自然災害対策の推進、地震対策の推進

ESG 経営の高度化において取り組む重要テーマ

策定を進めています。また、事業環境等の変化に対応していくため、マテリアリティの見直しを
3 〜 5 年ごとに行う予定です。

E：環境

S：社会

G：ガバナンス

▶

事業を通じた環境対策の更なる強化

持続的成長を支える人材の確保・育成

ガバナンス強化による収益性の向上と

SDGs：

経営の透明性向上

｢持続可能な開発のための2030アジェンダ」
（2015 年 9月、国連サミットで採択）に

•働き方改革の推進による生産性の向上

•気候変動への対応強化

•ダイバーシティの推進

•環境不動産の開発推進

•業容拡大に向けた

•サプライチェーンマネジメントの強化

ステークホルダーとの関係の維持・強化

•政策保有株式の見直し

積極的な人材投資・育成

•人権への対応強化
•社会変化に対応した商品・サービスの提供

•リスクマネジメント体制の強化
•グループシナジーの更なる強化
•更なる経営の透明性・実効性向上

▶

記載された2016 年から2030 年までの国際目標
未来投資戦略：
｢未来投資戦略 2018–「Society 5.0」
「データ駆動型社会」への変革 – 」。
政府として重点的に取り組むべき戦略分野施策を取りまとめたもの
都市再生基本方針：
政府として都市再生に向けた基本方針をまとめたもの
国家戦略特別区域基本方針：
政府として国家戦略特区の区域方針をまとめたもの
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SDGsの17の目標

データセクション

•温室効果ガスの排出削減

社会課題の情報リソース

E
S
G

報告

マテリアリティの
KPI 策定・見直し

今後、マテリアリティを着実に促進し達成するため、成果・進捗を具体的に評価するための KPI

統合報告書 2020

