セグメント別報告

ビル事業では、
オフィスビル等の開発・管理・運営や、
テナントリレー

東京建物の価値創造

ビル事業
長期保有事業

ション・地域との連携によるまちづくりの推進を行っています。

事業内容

新中期経営計画では大規模再開発の推進を重点戦略の 1 つに位

国際都市東京を中心に、都市開発事業、オフィスビル開発・

進に注力しています。賑わい拠点の創出による豊かなコミュニティ

運営事業のほか、施設運営業務、
ビルメンテナンス業、保全・

の醸成や、環境負荷の低減・自然災害への対応強化など、
まちづく

リニューアル工事等のサービスを提供しています。オフィス

りを通じて地域の社会課題解決に貢献し、個別プロジェクトのみなら

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、

ずエリア・都市全体の競争力の向上を目指しています。さらに変わ

ソフトサービスの面でも「安全・安心・快適」
を感じていた

りゆく働き方のニーズを捉え、選ばれ続けるハードとソフトを提供す

だけるよう、グループ一体となって取り組んでいます。

ることで、稼働中物件も含めた当社オフィスビルの競争力を高め、安

大手町タワー

定的な賃貸利益拡大に寄与します。
また、
もう１つの重点戦略である投資家向け物件売却については、
機会

産の投資・利用ニーズなどの社会変化に合わせて、物流施設や中規

ビル事業本部長

模オフィス等の様々なアセットタイプについて積極的に開発機会を

福居 賢悟

事業環境

獲得してきましたが、今後は戦略的な投資をさらに拡大し、機動的に

リスク

売却をしていくことで、高い資産効率性を実現します。
まちづくりを通じて社会課題を解決し都市の魅力向上に貢献する
とともに、
“大規模再開発を中心とした安定資産の運営”
と“戦略的
強化を目指していきます。

● 人材の維持・確保、BCP を意識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
● 国際的都市間・エリア間競争の激化

● テレワークの進展に伴うオフィス需要の変化
● 人手不足などによる建築費等の高騰

● 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

● 働き方の多様化を踏まえた新しいオフィスの開発やソフトサービスの充実により、選ばれるオフィ

グループ会社
東京不動産管理株式会社

新宿センタービル管理株式会社

東京ビルサービス株式会社

株式会社プライムプレイス

今後の戦略

西新サービス株式会社

スを提供

● 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、更に競争力を強化

● 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

オフィスビルポートフォリオの更なる強化
営業収益推移

▶

億円
380

億円
1,350

370

1,209

1,200
1,034

1,034

310

310

1,086

319

333

BCP 対応や環境性能の優れたビルへの需要の高まりと

イム立地での再開発を通じて、オフィスビルポートフォリ

いったニーズの変化も見られるものの、
「近・新・大」の

オをさらに強化し、安定収益基盤の拡大を実現します。

2020年6月末時点 オフィスビルポートフォリオの状況

240
▶

900
170

750
600

いオフィスビルポートフォリオを有しています。都心プラ

オフィスに対する評価は引き続き高く、当社は競争力の高

272

969

働き方の変化に伴いオフィスニーズは多様化しており、

15/12

16/12

17/12

18/12

100

19/12

15/12
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16/12

17/12

18/12

19/12

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

1,000坪以上・・19.2％

築10年未満・・48.5%

都心3区・・・・・・・・40.6%

500坪以上
1,000坪未満・・38.3％

築10年以上
20年未満・・・・13.3%

渋谷区、新宿区・・・16.9%

300坪以上
500坪未満・・・ 24.5％

築20年以上
30年未満・・・・11.6%

300坪未満・・・ 18.1％

築30年以上・・26.5%

23区
（都心5区除く）
・・・22.6%
首都圏
（23区除く） 2.5％
その他・・・・・・・・・ 17.3%
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1,050

営業利益推移

中計重点戦略①

報告

▶

セグメント別報告

投資・売却による高い資産効率性”
の両立により、収益力の更なる

優位性

● 生産性向上を企図した働き方・オフィスニーズの多様化

中期経営計画

2024 年にかけて大きく成長させていく方針です。これまでも不動

取締役 専務執行役員

特集

置付け、2030 年頃までに竣工する複数の再開発プロジェクトの推

中計重点戦略①

東京建物の価値創造

環境に配慮したオフィスビルの開発

投資家向け開発事業

オフィスビルの環境配慮の実現は、テナントニーズに応える

事業内容

当社の保有・管理するオフィスビルにおいては、省エネ設備

周辺地域で暮らす人・働く人の利用ニーズと不動産への

機器の採用や運用方法の改善、照明の LED 化の積極的な

投資ニーズの両方に着目し、立地条件・地域特性に合わせ、

進行など、様々な温室効果ガスの排出削減に関する取り組

都心部においては商業施設やホテル、地方中心都市では

みを実施しています。

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

また、外部評価の取得にも力を入れており、2020 年 5 月に

わせた物流施設などを開発、稼働後に投資家向けに売却

竣工した「Hareza Tower 」
は、建築物省エネルギー性能

する事業を推進しています。

表示制度（BELS ）
の建築物全体評価

※1

特集

とともに、
まち全体の魅力を向上させることにも貢献します。

にて最高ランクであ

る星 5 つ、事務所用途の部分評価※ 1 では「ZEB Ready 」認
証を取得しています。なお、超高層複合用途ビル※ 2 における

FUNDES 銀座

※ 1 エネルギー消費性能計算プログラム（非住宅版）Ver.2.7.1（通称 WEBPRO）を使用
※ 2 建物高さ 150m 以上
※ 3 一般社団法人住宅性能評価・表示協会のホームページ、BELS 事例データ一覧による
（2019 年 6 月末時点）

機会

Hareza 池袋

まちづくり活動の推進

中計重点戦略①

● Eコマース市場やインバウンド関連市場の拡大など社会の変化に伴う不動産活用ニーズの多様化
● 不動産投資ニーズ・投資対象アセットの拡大

事業環境
リスク

当社は、ビルの開発・運営だけでなく、エリアマネジメント

● 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

しています。

優位性

もに整備した約 3ha の緑豊かなオープンスペース（公共

● 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

空地等）
を利用して、フリーマーケットやワークショップ、夏

セグメント別報告

活動を通じた地域の賑わいや人々の交流の創出にも注力
例えば「中野セントラルパーク」
では、隣接大学や行政とと

中期経営計画

「ZEB Ready 」
認証取得の第一号案件※ 3 となります。

祭り等のイベントを多数開催しています。また、実際の震災
を想定した消防訓練の実施など、入居テナントとともに防
災意識を高め、災害に強いまちづくりも実践しています。

今後の戦略

こうした地域と連携した取り組みは、保有ビル周辺エリアの
魅力向上や社会課題解決につながるとともに、テナントリ

●幅
 広いオペレーターとの連携により立地特性と需要に合わせた多様なアセットタイプを展開
● 開発後、マーケット環境や業績を見ながら機動的に売却することで開発利益を獲得

E
S
G

報告

レーションの強化にも貢献するものと考えています。

● 情報ルートを活かした案件取得により更なる開発機会を獲得

中野セントラルパークで行われたフリーマーケットの様子

新しい働き方に対応したオフィスの提供

中計重点戦略①

時代の変化を捉えたアセットの開発

中計重点戦略③

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

IoT 技術の進展を受けたオフィスニーズの変化を見据え、

捉え、立地条件や地域特性、利用ニーズ・投資ニーズに合

今後も選ばれるオフィスを開発・提供するべくワーキング

わせて企画・開発します。直近では Eコマース市場の拡大

グループを組成し、検討を進めています。その一環として、

に伴い、物流施設開発事業を積極的に展開しています。当

2020 年 5 月の本社機能移転に際し、新本社オフィスでは

社の不動産開発ノウハウに加え、優良テナントの要求水準

ABW（Activity Based Working ）
の考え方に基づいた多

に合致した運営管理体制の構築により高い収益性を実現

様なレイアウトを導入するなど、様々な取り組みを実践して

します。開発した物件は安定稼働後、REIT やファンドへ機

います。

動的に売却し、安定的な利益創出と不動産投資市場の健
新本社オフィス内風景
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データセクション

当社では、生産性の向上を意識した働き方の変化や AI・

全な発展に貢献します。

T-LOGI 久喜

33
統合報告書 2020

東京建物株式会社

統合報告書 2020

セグメント別報告

事業内容
住宅事業では、
「洗練」
と「安心」
がブランドコンセプトの「Brillia 」

東京建物の価値創造

住宅事業
「洗練」
と「安心」
をコンセプトに、首都圏を中心に「Brillia 」

シリーズを中心とした分譲住宅事業に取り組み、製販管一体となっ

ブランドで、分譲住宅事業と賃貸住宅事業を展開してい

て質の高い住まいを提供しています。品質管理への徹底したこだわ

ます。企画・開発から管理、修繕・リフォーム、仲介まで、

りや、
ご入居後も継続するイベント開催等、様々な取り組みの積み重

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

ねが、
「Brilliaクオリティ」
を支え、
お客様の評価につながっています。

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。

掲げており、再開発・建替え等の手法を駆使することによって、利便

特集

新中期経営計画においては、分譲マンション事業の更なる強化を
性の高い立地での開発機会獲得や、複合開発等付加価値の高い住
まいの開発に取り組みます。さらに、自然と環境への配慮や先進的

Brillia Tower 上野池之端

なテクノロジーの活用など社会変化に対応した良質な住まいの提供
にも力を入れていきます。引き続き当社のノウハウ・実績を活かし
て競争力の高いプロジェクトを継続的に獲得し、高い利益水準を維

機会

取締役 常務執行役員

また、ニーズの変化を意識した住まい開発の取り組みの一つとし

住宅事業本部長

リスク

リーズを展開しています。今後は投資家向け物件売却のメニューの
一つとして、
さらに拡大し安定的な利益創出に寄与する分野へと育
てていきます。
日々変化する世の中のニーズに鋭敏にアンテナを張り、対応する

優位性

商品企画・顧客サービス・管理に至るすべての分野でお客様評価

● 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

● 国内屈指のブランド・顧客満足度評価

● 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

No.1を目指していきます。

今後の戦略
グループ会社

● 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

セグメント別報告

ことで、引き続きお客様から選ばれる住宅を供給するとともに、立地・

● 都市部への人口流入によるコンパクトシティ化が進行

事業環境

て、賃貸住宅事業にも注力しており、都心部を中心に「Brillia ist 」
シ

秋田 秀士

● 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
中期経営計画

持していくことを目指しています。

● 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

● 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

株式会社イー・ステート・オンライン

株式会社東京建物アメニティサポート

「Brillia」
のブランド力強化
営業収益推移

▶

億円
1,600

営業利益推移
億円
200

1,312
1,200

1,011

980

977
100

141

158

104

15/12

16/12

17/12

18/12

0

19/12

るニーズに応える住まいの実現をコンセプトに、マンショ

トといった住まいに関するサービスを提供する、住まいの

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

トータルブランドです。

ビスを含むソフトにまで視野を広げて商品開発等を行っ
ています。

契約者に実際に見ていただく建築現場見学会の実施や、

このような様々な取り組みが「Brillia 」のブランド力を高

建築レポートによるお客様への報告を随時行っています。

め、高い競争力につながっています。

ポートを提供しています。

15/12
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企画・開発、管理、修繕、仲介、
リノベーション、
ライフサポー

また、
「住んでからの安心」
を実現するアフターケア・サ

62

0

アブルーモワ）
」プロジェクトでは、時代の変化と多様化す

「Brillia 」
では竣工までの品質管理を徹底し、建築現場を

50

400

「Brillia 」は、
「洗練」
と「 安 心 」をブランドコンセプトに、

16/12

17/12

18/12

19/12
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798

800

167

150

さらに、2012 年から推進する「Brillia Bloomoi（ ブリリ

報告

▶

東 京 都 心 部 を 中 心に豊 富 な 開 発・供 給 実 績 を 有 する

セグメント別報告

再開発・建替えの推進

中計重点戦略②

アセットサービス事業では、グループが有する多彩な不動産有効

木造家屋密集地などにおける都市再整備の必要性や、老

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

活用メニューを活かし、最適なソリューションをワンストップで提供す

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

案件を確保していきます。

る不動産流通事業を行っています。

東京建物の価値創造

アセットサービス事業

不動産流通事業では、仲介・CRE を展開し、様々なリレーションを

し、再開発事業や建替え事業に注力しています。当社では、

活用して不動産情報の獲得機会拡大を目指しています。併せて、主

ニュータウン」
等、多数の再開発・建替えの実績を重ねてき

に既存の不動産に対してコンバージョンや賃貸借条件の改善等によ

ました。

りバリューアップを図るアセットソリューションを展開し、長年の取り

今後も利便性の高い立地における事業機会獲得や複合開

組みの中で培われた不動産の「目利き力」
を活かした幅広い商品を

発等の付加価値の高い住まいの開発に取り組みます。単純

提供しています。

特集

「Brillia Tower 池袋」
「Brillia Towers 目黒」
「Brillia 多摩

新中期経営計画においても、
これらの事業を通じて不動産ストック

に用地を取得して開発する場合に比べ、地権者や入居者と
の合意形成の難易度が高く時間がかかるものの、当社のデ

の流通や不動産の有効活用・投資ニーズを捉えた良質なアセットの

Brillia Tower 池袋

中計重点戦略②

続的な利益成長と資本効率の改善を目指しています。

取締役 専務執行役員

また、業界にプレゼンスを示す駐車場事業を併せて展開している

アセットサービス事業本部長

東京建物では、エネルギー消費量の少ない社会構築のた

し、設備や備蓄品の整備を進めています。
「Brillia 」
では独自

め、経済産業省から発表された ZEHロードマップに基づく

の「Brillia 防災対策ガイドライン」
を策定し、各物件オリジナ

ZEH の普及実現を目指しています。ZEHデベロッパーとし

ルの防災マニュアルの作成や、各住戸に「Brillia 」オリジナ

広い提案力を支えています。今後は顧客サービスの向上や業務効

て、2018 年 5 月の ZEHデ ベロッパ ー登 録 制度 初回登 録

ルのイス型防災リュックを装備するなど、日頃の備えを徹底

率化など、競争力を強化するために必要な投資を行い、事業規模を

時に登録しており、ZEH-M（ゼッチ・マンション） の普及に

しています。

さらに拡大していきます。

※

ンとしての役割も大きく、様々な事業との親和性の高さが当社の幅

マーケットの最前線の事業として不動産情報・顧客情報のハブと

※Z
 EH（ゼッチ）とは、Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）
の略。年間の一次消費エネルギー量の収支をプラスマイナス「ゼロ」にする住宅のこ
とで、ZEH-M はその集合住宅版。

ZEH-M「（仮称）Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 ブルーミングレ

なり、競争力ある事業とグループの幅広いビジネス領域を絡めた最

ジデンス」
は、経済産業省によって公募された「平成 31 年

適な提案をすることで、新たなグループの事業機会を創出していき

度 超高層 ZEH-M（ゼッチ・マンション）実証事業」
に首都圏

たいと考えています。

初・唯一の事業として採択されました。

セグメント別報告

積極的に取り組んでいます。2022 年竣工予定の超高層

こともグループの強みです。不動産の有効活用の 1 つのソリューショ

加茂 正巳

中期経営計画

環境に配慮し、災害に強い住まいの提供

提供に取り組むことを掲げており、グループ関与アセットの拡大、継

「Brillia 」
では、環境対策を体系化した「Brillia 環境配慮型す
まいガイドライン」
を策定しています。住宅開発においては、

グループ会社

このガイドラインに沿って個々の物件を設計し、環境負荷の
抑制に努めています。

不動産流通事業

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

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

また、自然災害への適応力を高めた住宅の提供にも注力し
Brillia Tower 聖蹟桜ヶ丘 ブルーミングレジデンス 外観パース

賃貸マンションの開発

E
S
G

報告

ており、台風や水害、大地震等の様々な災害の発生を想定

中計重点戦略③

営業収益推移

都心エリアを中心とした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

億円
800

ワークニーズの拡大に合わせて共用施設としてラウンジ

600

を設けるなど、商品力の向上にも取り組んでいます。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

営業利益推移
億円
100

477

75

526
402

400

428

441

50

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売却し
Brillia ist 千駄ヶ谷

36
東京建物株式会社

0

15/12

16/12

17/12

18/12

0

19/12

15/12

37
統合報告書 2020

58

38

25

200

ていく方針です。

44

63

53

東京建物株式会社

統合報告書 2020

16/12

17/12

18/12

19/12

データセクション

賃貸マンションの開発を加速しています。直近では、テレ

▶

東京建物の価値創造

不動産流通事業

駐車場事業
事業内容

事業内容
「NPC24H 」ブランドを中心に、日本全国で約 1,800 か所、

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

7 万車室を超える駐車場を開発・運営しています。周囲の

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

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

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

設・提供しています。

特集

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

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。

NPC24H 立川緑町第 2 パーキング

事業環境
リスク

今後の戦略

● 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

機会

事業環境

● 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

リスク

● 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

優位性

● 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

● 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

目利き力を活かした仲介・アセットソリューションの取り組み
▶

の獲得機会の拡大に努めています。ホールセール（法人）

アセットソリューション保有資産残高推移

億円
600

仲介では長年にわたり関係を構築してきた顧客および金

515

融機関とのリレーションを活用、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。
件情報獲得や物件売却、顧客開拓を進めています。豊富な

● 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

● 強みである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

不動産の有効活用ニーズを捉えた駐車場事業の展開

中計重点戦略④
▶

自走式駐車場について高い運営ノウハウを保有しており、

車室
80,000

運営改善余地のある既存施設を取得して日本パーキング

E
S
G

駐車場車室数推移

数多くの駐車場を展開する日本パーキングでは、特に大型

ならではの工夫により収益力を高めるなど、優位性を発揮
60,000

61,743
526

65,546 66,227

68,578 69,401

74,176

を含め強化を行っています。

526
277

40,000

駐車場運営の機能強化に向けては、業界第 3 位の事業規模

経験により培われた不動産の目利き力（＝価値を総合的に

データセクション

300

● 大型自走式駐車場の開発運営実績・ノウハウ

する不動産情報の入り口となることから、他事業との連携

356

こうした仲介の動きと連携して、アセットソリューションの物

● 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

しています。また、駐車場事業は、
お客様の土地をはじめと

428
433

450

● IoT の進展に伴う駐車場運営の効率化・サービスの向上

報告

当社グループでは、仲介・CRE の強化を進め、不動産情報

中計重点戦略③④

今後の戦略

● 大規模再開発に伴う大型駐車場、地方公共団体等の公的駐車場の運営機会の増加

セグメント別報告

優位性

● 不動産ストックの増加に伴う不動産流通量の増加

中期経営計画

機会

を活かし、事前予約システムや月極 WEB 契約システム等の

判断する能力）
を活かして機動的に不動産を取得し、用途

独自システムを開発・導入しているほか、効率化を図ってい

150

変更、改修・補修、権利関係の整理や賃貸借条件の改善

20,000

ます。さらに、カーシェアリング業者との提携や宅配ボックス

などによってバリューアップを図ることで、アセットソリュー

0

ションの拡大に取り組んでいます。

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
16/12
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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。
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セグメント別報告

クオリティライフ事業
リゾート事業

クオリティライフ事業・リゾート事業は働き方改革が進行し、ワー
クライフバランスの重要性が提唱されるなか、人々の生活を支え、
時には潤いを与える意義深い分野です。

クオリティライフ事業では、当社がこれまで培ってきた「住まい」
の
ちの人材派遣、保育施設の開発・運営を手掛けており、少子高齢化
の進行や働く女性・共働き世帯の増加に伴って社会的なニーズが

シニア事業
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なか、
「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。

特集

ノウハウを活かした高齢者向け住宅の開発とそこで働いている人た

東京建物の価値創造

その他事業

2017 年には介護人材派遣会社の株式を取得し、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。

グレイプスウィズ四谷

拡大するなか、質の高さにこだわった豊かな暮らしを実現するため
の環境を提供しています。
リゾート事業では、愛犬同伴型ホテル開発・運営、ゴルフ場運営、
温浴施設開発・運営といった幅広い事業を展開しており、ライフス
ていることに着目し、当社グループならではのホスピタリティあふれ
るサービスを提供しています。
また、
これらの事業と他の事業とのシナジー効果は高く、幅広い事
業を展開していることが当社グループの独自性のある強みとして発

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

揮され、分譲マンションと保育施設の複合開発など、新たな開発機
会の獲得にもつながっています。

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、4 年間で「おはよ
う保育園」14 施設を開業、2020 年 4 月には東京建物キッズ初の学童
保育施設「関町南アフタースクール」
を開所するなど、
順調に保育施設・
学童施設の開設を進めています。

おはよう保育園 亀戸

対応することで、適正な利益を着実に積み重ねながら、社会課題の
解決に貢献することを目指していきたいと思います。

グループ会社
東京建物シニアライフサポート株式会社

東京建物キッズ株式会社

リゾート事業

東京建物リゾート株式会社

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

とで愛犬家富裕層から好評を博しており、現在 8 施設に拡

へ変化するなか、リゾート事業ではリアルな体験の場を提

大しています。また、美容と健康に良いとされる十数種類

供し、
お客様に最高の安らぎと最上の寛ぎを提供する、ホ

のお風呂や岩盤浴を気軽に楽しめる温浴施設「おふろの王

スピタリティあふれるサービスの提供を目指しています。

様」
は、
ご家族・お仲間とのコミュニケーションの場、心と身

近年のペットツーリズムの流行に着目した愛犬同伴型ホテ

体の健康をサポートする場として多くのお客様にご利用い

ル「レジーナリゾート」
では、全室・全エリア愛犬同伴可能

ただいており、現在関東圏を中心に9 施設を運営。このほ

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

か全国で12か所のゴルフ場を経営しております。

E
S
G

報告

保育事業

東京建物スタッフィング株式会社

リゾート事業

セグメント別報告

大きく変動する社会環境やお客様のニーズにスピード感をもって

加藤 久利

シニア事業

おはよう保育園
中期経営計画

タイルが多様化する現代において、改めてリアルな体験が見直され

保育事業

他事業とのシナジーを発揮した収益機会獲得
齢者向け住宅、認可保育所や店舗、地域交流施設を整備

タイルに対応するハードとソフトを整備することで、新た

し、事業企画や運営に当社グループが参画しています。

な収益機会を獲得するとともにまちの活力・魅力の向上

シニア事業や保育事業、リ

に貢献しています。

ゾート事業など不動産に関

2020 年 5 月に竣工した「北青山三丁目地区まちづくりプ

する幅広い事業を展開して

ロジェクト民活事業」
（名称 「
: ののあおやま民活棟」
）
は、

いることで、開発機会の獲

25 階建ての複合施設に賃貸マンション、サービス付き高

得につながっています。

40
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おふろの王様 大井町店

レジーナリゾート旧軽井沢

河口湖カントリークラブ

ののあおやま民活棟
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データセクション

当社グループではビルや住宅と併せて、多様なライフス

東京建物の価値創造

海外事業

不動産ファンド事業
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

上場 REIT「日本プライムリアルティ投資法人」
や私募 REIT

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

「東京建物プライベートリート投資法人」
、私募ファンドや

ン事業を、ASEAN 地域では高い成長力が見込める新興国

不動産特定共同事業商品「インベスト・プラスシリーズ」
の

での開発事業を推進しています。

運用など、機関投資家や年金基金、個人に至るまで、幅広

特集

事業内容

い投資家の皆様に対して、様々な不動産投資商品を提供し
ています。
79 ロビンソンロード（CPF ビル再開発 PJ）

リスク

優位性

機会

● 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

事業環境

● 経済情勢・政治情勢の変化、不動産関連規則の強化

リスク

● 中国の有力デベロッパー・万科グループとの 15 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

● 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

● 中国とその他アジア諸国の既進出国を中心に展開。駐在員を現地へ派遣し、リスク管理を徹底

優位性

今後の戦略

● 相対的に事業期間が短く、事業環境変動リスクが小さい分譲住宅事業等に投資

グループ会社

● 不動産投資ニーズの拡大

● 投資対象となるアセットタイプの拡大
● 不動産取得競争の激化
● 資金調達環境の変化

● 東京建物の不動産に関するノウハウを活かした不動産取得機会の獲得・資産価値の最大化

● 投資家向け物件売却の拡大に伴うREIT・ファンドの成長支援

セグメント別報告

今後の戦略

● 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

中期経営計画

事業環境

機会

川崎 DICE

● グループ AUM の拡大による収益機会の拡大

グループ会社

東京建物
（上海）
房地産咨詢有限公司

東京建物不動産投資顧問株式会社

Tokyo Tatemono Asia Pte. Ltd

現地有力パートナーとの協業による事業機会の獲得

中計重点戦略⑤

増加によりグループ AUM を成長させることで、アセットマ

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

ネジメント、プロパティマネジメント、ビルマネジメント等の

青島PJ

の質の向上を図るとともに、REIT・ファンドへの物件売却

グループ収益機会の獲得にも貢献していきます。

揚州北PJ
揚州南PJ
揚州東PJ
揚州城西PJ

● 日本プライムリアルティ投資法人

● 東京建物プライベートリート投資法人

による事業展開と、現地駐在員によるリスクコントロールを
通じて、着実な活動を行ってきました。

徐州喬湖PJ
徐州城北PJ

中国では15 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

嘉興桐郷PJ

需層の人気が底堅い都市において継続的に新規投資を実行

博物館跡地再開発PJ

します。

サトーン12PJ
スクンヴィット26PJ
スクンヴィット38PJ

投資対象アセット：オフィスビル、都市型商業施設、ホ

投 資対象アセット：オフィスビル、商業施設、賃貸住宅、

テル

その他用途の不動産

取得価格合計
（2019年末時点）
：4,395億円

取得価格合計
（2020年4月末時点）
：605億円

鑑定評価額
（2019年末時点）
：5,226億円

鑑定評価額
（2020年4月末時点）
：639億円

CPF ビル再開発PJ
ダルマワンサPJ
ロッジアPJ

42
東京建物株式会社

43
統合報告書 2020

東京建物株式会社

統合報告書 2020

E
S
G

データセクション

績があります。今後も都市ごとの景況感や需要を見極め、実

中計重点戦略④

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

瀋陽明天広場PJ
銀川金鳳PJ

REIT・ファンド事業強化によるグループ収益機会拡大

報告

海外事業では、現地の有力不動産会社とのパートナーシップ

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

