ESG 報告

活動の詳細は「サステナビリティレポート2020」
P15-30 で報告しています。

環境対策の取り組み体制

東京建物の価値創造

環境：活動ハイライト
事業を通じた環境対策を支える取り組み

東京建物グループは、
「グループ環境方針」
を制定し、こ

ます。その他の事業およびグループ会社では、グループ環

■気候変動への対応

ビルで LED 化工事を実施済みもしくは実施中となっていま

の方針のもと、ビルの開発・運営管理を含むビル事業と、

境方針に沿って事業・会社ごとに環境ガイドラインを定め、

パリ協定において、産業革命前に比べて世界の平均気温

す。この結果、2019 年度は、エネルギー負荷の高い商業施

環境に配慮した事業展開を行っています。

上昇を 2℃未満に抑える合意がなされ、低炭素社会の実現

設およびホテルの開業などがありましたが、5 年間の移動

に向けた取り組みが求められるなか、不動産業界において

平均で温室効果ガス排出量の原単位は 4.8％減少しました。

「Brillia 」ブランドをはじめとする住宅の開発事業の、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てい

特集

も、保有不動産や事業活動において、温室効果ガスを削減
する取り組みが不可欠です。

グループ環境方針

TCFDへの賛同を表明

東京建物の事業活動においては、最もエネルギーを使用
するビル事業におけるエネルギー使用量を削減すること

◯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。

てTCFDへの賛同表明を決定し、6月に署名を実施しました。

ます。温室効果ガス排出量の削減にあたっては、床面積に

気候変動による当社事業への機会とリスクの認識に基づきシ

よる原単位を指標とし、5 年間の移動平均で毎年 1％の削

ナリオ分析を行い、情報開示を進めてまいります。

減を目標としています。

中期経営計画

◯地球にやさしい省資源活動

2020年5月に実施した第1回サステナビリティ委員会におい

が、東京建物全体の温室効果ガス排出削減に大きく寄与し

温室効果ガスの削減に向けて、東京建物が保有するオフィ

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。

スビルでは高効率の空調機器および LED 照明器具の積極

◯環境意識の高い社員づくり

的な導入を進めており、2019 年度までに89％のオフィス

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

東京建物では、
「グリーンボンド原則」
「グリーンローン原

グリーンファイナンスとは、地球温暖化対策や再生可能エ

則」
が定める4 要件（調達資金の使途、プロジェクトの評価

建築

ネルギーなど環境分野への取り組みに特化した資金を調

および選定プロセス、調達資金の管理、レポーティング）
に

Hareza Tower

達するための債券（グリーンボンド）
や借入（グリーンロー

適合するグリーンファイナンス・フレームワークを策定し

ン）
を指します。

ています。

外部評価を取得したビル・住宅一覧

東京建物は、ビルや住宅への環境配慮を外部視点で評価

CASBEE

していただき、活動の進捗を確認し今後に活かすため、各

S ランク

種の環境関連認証の取得を積極的に進めています。

※2

DBJ GB ※ 3

BELS ※ 4

セグメント別報告

■環境に関する外部評価

■グリーンファイナンス

東京スクエアガーデン

「GRESBリアルエステート評価」での高評価
東京建物は、不動産セクターの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

※1

大手町タワー

★★★

中野セントラル
パークサウス

★★

Hareza Tower

SMARK 伊勢崎

リアルエステート評 価 」において、5 年 連 続で最 高 位 の

Brillia ist Tower 勝どき
★★
★★

れた総合スコアでの相対評価「GRESBレーティング（5

Hareza Tower

続で獲得しています。
※5

※1 G
 RESB（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
www.gresb.com/
※2 C
 ASBEE（建築環境総合性能評価システム）
は、建築物の環境性能で評価し格付けする
手法

【ESGファイナンス・アワード・ジャパンの受賞理由】
・国内最高水準のグリーンビルディングを対象とした国内初のハイ
ブリッドボンド

しました。
★★

ABINC 認証※ 6（いきも
の共生事業所 ® 認証）

大手町タワー

エンパイヤビル

SEGES 認証※ 7
（都会のオアシス）

東京スクエアガーデン

・CBI（Climate Bonds Initiative）基準に沿った取り組みを行

本アワードは、ESG金融やグリーンプロジェクトに関して積極

い、高い透明性を確保

的に取り組み、環境・社会に優れたインパクトを与えた投資家・

・対象アセットはグリーンビルディング認証の上位レベルを取得

金融機関等や、環境関連の重要な機会とリスクを企業価値向上

・500億円という大規模な資金調達

に向け経営戦略に取り込み、企業価値と環境へインパクトを生
み出している企業の取り組みを評価・表彰するものです。

大手町タワー

※4 B
 ELS（建築物省エネルギー性能表示制度）
は、国土交通省が制定した非住宅建築物の省
エネルギー性能の評価および表示を的確に実施するためのガイドライン
※5 Z
 EB（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル）
は、建物で消費する年間の一次エネルギーの収支を
ゼロにすることを目指した建物
※6 A
 BINC 認証は、一般社団法人企業と生物多様性イニシアティブが開発した「いきもの共生
事業所 ®認証ガイドライン」
および「土地利用通信簿 ®」
を評価基準として、生物多様性保
全の取り組みを第三者評価・認証する制度

※3 D
 BJ GB（DBJ Green Building 認証）
は、環境・社会への配慮がなされた不動産を支援す
るために、2011 年 4月に日本政策投資銀行（DBJ ）
が創設した認証制度

ESG ファイナンス・アワード・ジャパン表彰式
代表取締役 社長執行役員 野村 均（左）
環境大臣 小泉 進次郎（右）

※ 7 SEGESは、社会・環境貢献緑地評価システム
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ZEB
Hareza Tower
ready

東京建物が2019年3月に発行した公募ハイブリッド社債（グリー
ンボンド）500億円は、環境省が創設した「ESGファイナンス・ア
ワード・ジャパン」のボンド部門にて、環境大臣賞（銀賞）を受賞

東京建物日本橋ビル

段階評価）
」
では、最上位評価である「5 スター」
を 3 年連

ZEB

大手町タワー

報告

「GreenStar 」を受けました。また、2016 年から導 入さ

★★★

「ESGファイナンス・アワード・ジャパン」
環境大臣賞
（銀賞）
受賞
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活動の詳細は「サステナビリティレポート2020」
P31-65 で報告しています。

ESG 報告

将来を見据え、人材の強みを強化する施策を実行します

■健康経営の取り組み

■メンタルヘルスの取り組み

東京建物グループは、役職員の心身の健康を「企業の持

東京建物では、全従業員に対して、毎年 Web サービスに

新型コロナウイルスによって世界が大きく

続的な発展の源泉」
と捉え、一人ひとりの健康の維持・増

よるストレスセルフチェックを実施しています。

ます。長期ビジョン実現とさらにその先を見

変化した今、持続可能な経営を実現してい

進活動を積極的に推進しています。

また、メンタルヘルスの啓発に向けて、セルフケア・ライ

据え、次世代を担う人材を確保・育成する

くうえで、多様なステークホルダーと長期

ため、経営の最重要課題の一つとして人材

の視点で信頼関係を構築し、評価を獲得し

2020 年 3 月、東京建物ならびにグループ会社の株式会

ンケア研修を実施しており、特に新任管理職に対しては研

の強化に取り組んでいきます。

続けることの重要性は一層高まっています。

社イー・ステート・オンライン、東京不動産管理株式会社

修参加を義務づけています（受講率 100％）
。加えて、新

社員一人ひとりが能力を最大限に発揮でき

こうした認識のもと、社会変化に対応した

の 3 社は、
「健康経営優良法人 2020」
に認定されました。

入社員を対象とした、スポーツトレーナーを講師に招く全

る環境づくりとして、テレワーク活用を含む

商品・サービスの提供やまちづくりを通じ

東京不動産管理株式会社は初認定で、上位 500 法人（通称

員参加の研修を実施しています。

東京建物グループでは、人材こそが企業の

ル化・グローバル化を推進できる人材の育

価値創造と持続的な成長を実現する源泉で

成・採用にも注力していきます。

あり、経営の重要な基盤であると捉えてい

働き方改革を一層推進し、生産性向上を図

た地域社会への貢献、人権尊重を含むコン

るとともに、健康経営やダイバーシティ推進

プライアンスの強化等を着実に推進するな

にも継続的に取り組んでいきます。また、事

ど、様々なステークホルダーの期待・要請

業環境の急速な変化に適応し競争力を確保

に応える長期視点の人づくり・経営基盤づ

していくため、専門性の高い人材やデジタ

くりを目指します。

「ホワイト500」
）
に適合しました。

■労働時間削減への取り組み
東京建物では、2008 年より長時間労働対策を継続して実
施しており、2010 年からはパソコンの定時シャットダウン
システムを導入しています。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。

人材育成
ダイバーシティ＆インクルージョン

経験を積むという目的のもと、入社後 10 年間で 3 部署程

東京建物では、従業員こそが企業の持続的な発展の基盤

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。

であるという考えのもと、従業員の能力開発に積極的に取

その他、すべての職層に対して自発的な学びを支援する自

東京建物では、多様な人材が障壁を感じることなく、働き

従業員が配偶者の海外転勤に伴い配偶者に同行して海外

り組んでいます。

己啓発支援制度や資格取得支援制度を設けており、事業

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

で生活する場合は、従業員に最長 3 年間の休業を認める

新入社員から役員までの階層別研修体系を整備している

のグローバル展開を踏まえて語学習得支援や海外派遣研

進めています。また、多様な人材の活躍を通じて、高度化・

制度を設けています。

ほか、総合不動産会社の社員にふさわしい幅広い見識と

修に力を入れています。

多様化した顧客ニーズに応えられるサービスを提供してい
きます。女性の活躍推進としては、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、活躍を推進する

女性従業員比率

取り組みを行っています。

東京建物では、働き方改革で目指すゴールとして、
“効率

各種 ICTツールの拡充等生産性向上に資する具体的な施

女性・男性社員両方が利用できる妊娠・出産・育児・介

化”等により時間を生み出し、
「会社の成長」
と「個人の成

策を進めてきました。直近では全役職員を対象とする在宅

護のための休業制度や退職者雇用制度を設けるとともに、

長／幸せ」
につなげることを掲げ、2018 年からテレワーク

勤務も実施し、新型コロナウイルス感染症流行下における

のトライアルを実施、外部のサテライトオフィスの利用や

生産性の維持・向上につなげました。

28.9％

女性管理職比率

5.0％
2019 年 12 月時点

時間短縮

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
迅速な意思決定

個人の成長／幸せ

両立

時間管理徹底

成長

幸せ

人脈形成、
自己啓発、社外交流、
豊富な商品知識

健康維持・向上、
ワークライフバランス、
リフレッシュ

時間を生み出す
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ノウハウ共有

IT 等のインフラ整備

東京建物グループでは、日本国憲法や世界人権宣言で掲

童労働・強制労働の防止について、行動指針として遵守す

げる基本的人権、国際労働機関（ILO ）
による国際労働基

ることを定めています。

準を支持し、東京建物グループコンプライアンス憲章の中

人権意識を一人ひとりに定着させるために、従業員向けお

で、人格・価値観の尊重を掲げています。

よび管理職向けに、人権尊重を含むコンプライアンス研修

また、
「東京建物グループコンプライアンスマニュアル」
を

を適宜実施しています。また、不動産を扱うという事業特

制定し、グループの職場で業務に従事する者すべてを対象

性から、従業員に対して人権・同和問題の正しい理解と、

に、人権の尊重、人種・国籍・信条・性別・性的指向・年齢・

事業活動における適切な対応を学ぶための研修を継続的

外見・障がい・学歴・社会的地位または出身などに基づ

に行い、人権侵害につながる事態の発生を未然に防いで

く差別の禁止、ハラスメント行為の禁止および働きやすい

います。

職場環境の確保ならびにサプライチェーンまで含めた児
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データセクション

成長力の強化

会社の成長

E
S
G

報告

人権の尊重
東京建物における
「働き方改革」
のイメージ

セグメント別報告

■階層に応じた教育・研修

働き方改革

中期経営計画

和泉 晃

ワークライフバランス

特集

取締役 常務執行役員

東京建物の価値創造

社会：活動ハイライト

ESG 報告

と思います。私たち社外取締役がワインを口にして、異な

社外取締役に求められる役割とは
種橋

い選択ができているかどうか、
といったことを感知しなけれ

り、多様な分野で豊富な経験、知見をお持ちの方に社外取

ばなりません。私はダイエーとレコフという会社で、東京

締役、監査役の役割を担っていただいています。私は取締

建物と比べると若い会社ではありますが 20 年余り経営に

役会議長として、社外取締役の方々には外部のステークホ

関与してきました。経営判断に何か異変があれば察知でき

ルダーの目線からの判断軸をお示しいただき、
ご意見をい

るようなキャリアを積んできましたので、そうした判断が自

ただきたいと思っています。各ステークホルダーとの関係

分に課せられた大事な任務だと思っています。

のあり方や社会における企業としての位置付けについて、

種橋

やはり、正しい経営判断ができているかどうか厳し

常に問い続けなければならない時代になっているためで

くチェックいただくために、東京建物についてより深くご理

す。そのため、社外取締役の方々には各々の判断軸でスク

解いただくことが重要になります。昨年、当社の事業につ

リーニングの機能を果たしていただき、きちんと経営がで

いて理解を深めていただくためには実際に当社が手掛け

きているかチェックしていただく、重要な役割であると考え

る事業を見ていただくことも必要だということで、社外役

ています。

員の皆様に事業見学にご参加いただきました。皆様ご多忙

また、事業のモニタリングをしていただくと同時に、皆様

でいらっしゃると思いますが、今後竣工する新しいビルなど

の豊富な経験と知見を私たちのビジネスジャッジメントに

も是非ご覧いただきたいと思っています。

活かしていくことは非常に大きな力になると期待していま

恩地

す。私たち社内の者はどうしてもこれまでの延長線上で物

ループならではのクオリティの高さを実感でき、東京建物

事を考えがちですが、時代はとても速いスピードで変化し

がどういうことをやろうとしているのか、
より深く理解する

ており、過去の経験に基づいたビジネスジャッジメントだけ

ことができました。今後の取締役会での議論の内容も変

ではうまくいかない局面が出てくると思います。社外取締

わってくるのではないでしょうか。

役はそれぞれの領域で豊富な経験や知見をお持ちの方で

また、
こうした事業見学や日頃の取締役会での議論等を通

すが、個人の経験や知識だけを発言されるのではなく、当

じて、東京建物はまじめで正直な社風を持っており、地道

社グループの事業がどうあるべきかを考えたうえで意見し

に階段を上るように持続的に成長できる会社であると感じ

ていただいています。その点は非常に感謝しているところ

ています。競合に負けまいと不正をしてしまうとか、過去か

であり、取締役会の実効性の向上に確実につながっている

らのしがらみに囚われて間違った判断をしてしまう、
といっ

と理解しています。

たことがないかという観点でも当然チェックをしています

恩地

が、そういった心配は全く持っていません。

私も取締役の役割として、執行のモニタリングとい

実際に物件を見学させていただいて、東京建物グ

う観点から投資の良し悪しや利回りなど適正な投資である

種橋

かといった見極めは当然重要だと思っていますが、それ以

素が入ってくると、仕事の本質ではないところに意識が

上に東京建物グループの企業理念や経営戦略にこの投資

向いてしまい、誤った判断をしてしまいますよね。当社グ

が合致しているかどうか、
という点を独立社外取締役として

ループは幸いそういったことはないと思っています。事業

しっかりウォッチしなければならないと考えています。

推進においても規模を追い求めるようなことは掲げおら

120 年以上の歴史のある東京建物は、長きにわたって世

ず、質を重視していることがご理解いただけていると考え

の中の信頼を築いてきた“銘醸ワイナリー”
に例えられる

ています。

過剰な競争意識や過去からのしがらみといった要

――― 持続的成長につながる取締役会のあり方とは
東京建物グループの取締役会運営におけるこれまでの取り組みや、東京建物グループの今後の課題と期待について、
種橋牧夫取締役会議長と恩地祥光社外取締役が語りました。
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取締役会議長・社外取締役対談

監査役のうち 6 名の方が社外役員という構成になってお

報告

社外取締役

ように、企業理念がしっかり貫かれているか、東京建物らし

セグメント別報告

代表取締役会長
[ 取締役会議長 ]

東京建物は監査役会設置会社で、16 名の取締役・

中期経営計画

恩地祥光

る畑のブドウが入っていないか、異物はないか、
と吟味する

特集

種橋牧夫

東京建物の価値創造

ガバナンス：特別企画

東京建物株式会社
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種橋

東京建物の価値創造

要だと思っています。また、経営会議において執行がどの

取締役会の更なる実効性向上のために

ようにリスクを認識しているのか、
といった点についても皆

当社では取締役会の更なる実効性向上のため、年

様にご理解いただけるようになったと思います。
恩地

査を行っていますが、その中で出たのが、中長期的な経営

めの質問が必要な場面もありましたが、それでは時間がい

方針・事業戦略に関する議論の時間を増やすべき、
という

くらあっても足りません。資料に詳細に記載いただくよう

ご意見でした。このご指摘を踏まえ、昨年は長期ビジョン・

になって、細かい指摘ではなく大きな議論ができるように

中期経営計画の策定にあたって、検討中の段階で取締役

変わってきました。また、経営会議での審議のプロセスを

会において皆様からご意見や議論をいただき、必要な点は

確認することができるようになり、モニタリング機能がより

軌道修正をかけることができるように進めてきました。さ

強く働いていると感じています。

らに政策保有株式に関する方針や、SDGs など ESG 経営

従来は、意見や議論に進む前に案件を理解するた

企業理念・経営戦略に合致した
判断ができているか、
独立社外取締役として

特集

1 回すべての取締役・監査役を対象とするアンケート調

東京建物グループの

しっかり見極めていきます

今後、
さらに取締役会の実効性を向上させていくためには、

に関する議論の機会も増やすようにしました。経営につい

「不動産テック」
という言葉も出てきているように、ロボ

てより高い次元で討議することができ、様々なご意見がい

ティックスや情報通信系の先端技術が不動産業において

ただけるので、皆様との議論は私にとって知的化学変化の

も欠かせない時代になってきていることから、その方面の

場となっており、非常に参考になっています。

専門家を社外取締役、あるいはアドバイザーとして迎える

種橋

当社グループは、着実な成長を続けてきた一方で

と思うので、付加価値の創造と効率性の両面のニーズを

恩地

必要があると感じます。

グループ会社が増えてきており、グループガバナンスに

捉えたオフィスの提供が求められると考えています。社会

しかし、それに加えて中長期の視点から経営の根幹にかか

種橋

同感です。技術の進化に伴い、年々景色が変わって

ついては今後の経営においてさらに注意して取り組むべ

の変化によって求められる新しいオフィスのあり方を追求

わる事柄について、取締役会でもっと議論すべきという提

きていますね。昨年から社外監査役として女性がお一人入

き課題と認識しています。グループ全体における資源の

していくことで、当社グループらしい価値をお客様に提供

言は私もさせていただきました。議長が先頭に立って取締

られましたが、取締役会の多様性が高まるにつれて議論も

最適配分を考えるにあたっては、グループ全体で共通のメ

できると思いますし、当社グループの社員はそういった感

役会を変革され、中長期的な方針に関する議題が増え、社

活発になってきているように感じています。これからの社

ジャーを持っておく必要があります。加えて、グループ一

度が高いと自負しています。

外取締役もそれぞれの立場で意見を言い合える、活発な

会の大きな変化を見据え、今後も多様な属性やキャリアを

丸となって成長に向かうには、
どのような方向性で事業を

また、新型コロナウイルス感染拡大の影響は、ステークホ

議論の場になってきました。非常に良い方向に進んでいる

持つ方に経営に参画していただきたいと思っています。

行っていくのか方針を持つ必要もあり、
この両面を推し進

ルダーとの関係性においても変化をもたらしていると感じ

と感じます。

さらに、今後取り組んでいきたいと考えていることとして、

めていきたいと考えています。

ています。私たちがこの度掲げた「次世代デベロッパーへ」

種橋

そのほかにも、審議事項の論点を整理する観点か

経営会議にも社外取締役に参加いただき議論のプロセス

恩地 「組織は戦略に従う」
という形があるべき姿である

という長期ビジョンは、社会課題の解決と企業成長を高い

ら、経営会議において執行が判断した根拠やプロセスをで

を実際に見ていただくことや、事業を推進している部長ク

と考えています。事業や会社によってマネジメントサイク

次元で両立させることを描いたものです。サブステートメ

きる限り議案の説明資料に明記するようにしました。不動

ラスと取締役とのミーティングの機会を設けること、取締

ル・事業の時間軸が異なるので、すべてぴたっと一致させ

ントで「すべてのステークホルダーにとってのいい会社を

産開発という事業特性上、ビジネスジャッジのポイントが

役向けの研修の機会を拡充することなどについては、工夫

るのは難しいかもしれませんが、グループ全体で共通の理

目指す」
と謳っているように、ステークホルダーからの目線

他の一般的な企業とは異なる面があるほか、私たちの扱う

の余地があるのではないかと思っています。また今回のよ

念を持ち、グループ会社にもしっかりと浸透させることが

を非常に重要視しています。今後、社会の変化にどう取り

開発案件は 5 年、10 年という長期にわたるプロジェクトが

うに、代表取締役と社外取締役でディスカッションする機会

できれば、間違いなく社員のモチベーション向上につなが

組んでいくのかという課題に直面した時に、
「ステークホ

多く、投資リスクも一般の設備投資とは少し異なる観点で

を設け、取締役会の運営について見直すことにも積極的に

るでしょう。

ルダーにとってのいい会社」
という座標軸をしっかり持って

捉えています。資料に明確に記載しておくことで、事前によ

取り組んでいきたいです。

社会変化への対応としては、目下の新型コロナウイルス感

進んでいかなければ、方向を見誤りかねません。だからと

染拡大を受けた戦略の微調整も必要になるでしょう。例え

いって、決して八方美人的に振る舞うつもりはなく、我々の

ば、在宅勤務が浸透することによって、オフィスでは座席の

本来の仕事をどう掘り下げていけばステークホルダーの

数が減っていくことが考えられる一方で、自宅で仕事をす

方に評価してもらえるのか、それを考えていきたいと思っ

るにはスペースが足りないという人も多いと思います。今

ています。是非、社外取締役の皆様にはステークホルダー

後オフィス・住宅ともに、求められる機能や面積が大きく

の代表として、スクリーニング機能の発揮と高い見地から

変わることもあり得るのではないでしょうか。また、すでに

ご意見いただくことをお願いしたいと思っています。

ドローンなどの活用は進んでいますが、今後はマンション

恩地

管理をロボットが行うといった可能性もあります。取締役

中のライフスタイルの変化に対応する高いクオリティが

会では今後、
こうした社会変化や技術革新を踏まえた議論

貫かれている、
「クオリティナンバーワン」
を目指してほし

も必要になるでしょう。

いと思っています。そういう企業こそが「次世代デベロッ

種橋

パー」
になり得ると、私は大いに期待しています。

活かすことは、
非常に大きな力になると
期待しています
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今回の経験から、テレワークで生産性が上がる業務

東京建物グループには、
どの事業においても世の

とそうでない業務があることを多くの人が実感したのでは
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社外取締役の豊富な経験と知見を

セグメント別報告

く案件をご理解いただいたうえで議論をいただくことが重

イデアを模索するには対面のコミュニケーションが必須だ

中期経営計画

個別の投資案件の審議も非常に大事なものです。

ないでしょうか。イノベーションにつながるような新しいア

持続的成長に向けた今後の課題と期待について

ESG 報告

2

7

8

13

14

3

4

5

6

9

10

11

12

15

16

特集

１

（2020 年 4 月 1 日現在）

東京建物の価値創造

ガバナンス：役員一覧

中期経営計画
セグメント別報告

執行役員

2019年3月現職
所有株式数 11,545株

7

加藤 久利

取締役
常務執行役員

3

野村 均

代表取締役
社長執行役員
2017年1月現職
所有株式数 12,200株

8

秋田 秀士

2019年3月現職
所有株式数 4,100株

取締役
専務執行役員
2020年1月現職
所有株式数 21,000株

9

取締役
常務執行役員

加茂 正巳

服部 秀一

取締役
（社外）
2019年3月現職
所有株式数 1,900株

4

福居 賢悟

取締役
専務執行役員
2019年1月現職
所有株式数 30,100株

10 今井 義行

取締役
（社外）
2017年3月現職
所有株式数 ―

監査役
13 川久保 公司

監査役
（常勤）
2017年3月現職
所有株式数 1,700株

野村 均
ソリューション推進部（共同担当）担当兼アセットサービス事業本部長
東京建物不動産販売 ㈱代表取締役社長執行役員

5

小澤 克人

取締役
常務執行役員
2020年1月現職
所有株式数 9,500株

11 恩地 祥光

取締役
（社外）
2018年3月現職
所有株式数 ―

6

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

小澤 克人

コーポレートコミュニケーション部・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・市場調査部・
ソリューション推進部（共同担当）・ICT・デジタル戦略推進部担当

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
東京建物シニアライフサポート ㈱代表取締役社長

秋田 秀士

住宅事業本部長

取締役
（社外）

田代 雅実

プロジェクト開発部長

2019年3月現職
所有株式数 ―

栄田 聡

㈱東京建物アメニティサポート代表取締役社長

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

高橋 伸欣

関西支店長兼関西住宅事業部長兼関西住宅事業部品質管理室長
兼関西住宅事業部お客様サービスセンター長

大久保 昌之

住宅事業企画部長

杉瀬 一樹

㈱プライムプレイス代表取締役社長

三縞 祐介

経理部長

玉井 克彦

日本パーキング㈱代表取締役社長

和泉 晃

取締役
常務執行役員
2020年1月現職
所有株式数 3,400株

常務執行役員

12 永濱 光弘

執行役員

14 吉野 隆

監査役
（常勤）
2019年3月現職
所有株式数 200株

15 山口 隆央

監査役
（社外）
2016年3月現職
所有株式数 1,500株
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16 稗田 さやか

監査役
（社外）
2019年3月現職
所有株式数 ―
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2020年1月現職
所有株式数 6,039株

社長執行役員

専務執行役員

2

担当および重要な兼職の状況

報告

代表取締役
会長

氏名

加茂 正巳

取締役
１ 種
 橋 牧夫

地位

ESG 報告

コーポレート・ガバナンスの方針・考え方

東京建物の価値創造

ガバナンス：体制・取り組み
執行役員

東京建物は、企業価値の増大に向け、経営の健全性・透明

報開示を行っています。また、
「企業理念」の「行動規範」

経営機能と業務執行機能の分離による取締役会の活性化および業務意思決定の迅速化を図るため、執行役員制度を導入して

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

に「法令遵守の精神」を掲げ、コンプライアンスに係る体

います。

コーポレート・ガバナンスの構築に努めるとともに、当社

制を構築し、法令遵守意識の向上や違法行為・不正行為等

の事業内容等を株主をはじめとするステークホルダーの皆

の発生抑制・未然防止に努めています。

指名・報酬諮問委員会

コーポレート・ガバナンス体制

特集

様に的確に理解していただけるよう、積極的かつ適切な情

取締役候補者・代表取締役の選定や取締役の報酬等（社外

委員長：野村均（代表取締役社長）

取締役を除く）
を審議しています。委員は取締役の中から選

構成員：種橋牧夫（代表取締役会長）
、野村均（代表取締役

任していますが、社外取締役の知見・助言を活かすととも

社長）
、和泉晃（取締役）
、今井義行（社外取締役）
、

に、手続きの客観性・透明性を確保するため、総数7名以内

恩地祥光（社外取締役）
、服部秀一（社外取締役）
、

式を採用し、取締役会および監査役会を設けています。

図っており、経営および取締役の監視・監督機能が十分発

のうち過半を社外取締役が担うこととしています。

永濱光弘（社外取締役）

また、執行役員制度の導入により、経営と業務執行の機能

揮可能な体制が構築されていると考えています。

分担を明確化し、経営・監督機能と業務執行機能の強化を

また、グループ経営会議を設置し、効率的かつ健全なグ

図っています。さらに、社外取締役や社外監査役の選任等

ループ経営に努めています。

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

コーポレート・ガバナンス体制図

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。

株主総会
選任・解任

選任・解任

指名・報酬諮問委員会

会計監査人

報告

答申

選任・解任

連携

解任

会計監査

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。

サステナビリティ委員会
取締役会（取締役）

監査

選任・解任

監査役会（監査役）

サステナビリティ委員会は、ESG に関する目標設定や進捗状況のモニタリング、達成内容の評価等を行うことで、サステナビ

社長執行役員
グループ経営会議

リティ施策を継続的に展開します。また、サステナビリティ施策に関する重要な事項については、必要に応じて、グループ経営

連携

内部統制管理委員会

セグメント別報告

諮問

グループ経営会議

中期経営計画

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

東京建物では、企業統治の体制として監査役会設置会社方

会議や取締役会にて審議します。

サステナビリティ委員会

取締役会関連データ

内部監査室
監査

グループ各社

項目

東京建物

東京建物グループ

単位

2015

2016
13

12

13

15

取締役人数

名

9

9

11

12

12

内業務執行取締役人数

名

6

6

7

7

7

内非業務執行取締役人数（独立社外取締役を除く）

名

0

0

1

1

1

内独立社外取締役人数

名

3

3

3

4

4

94.6

100

100

100

99

監査役会は、監査役 4 名（常勤監査役 2 名）で構成され、

取締役平均出席率

％

建物では、原則として定例取締役会を毎月 1 回開催するほ

うち 2 名が社外監査役です。原則として毎月 1 回開催する

取締役平均在任期間（独立社外取締役を含む）

年

か、必要に応じて臨時取締役会を開催し、業務執行に関す

ほか、必要に応じて随時開催することとしています。2019

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。

年度は 15 回開催しました。

6.7（3 月）

5.3（3 月）

◯集計期間：各年度の1月から12月まで。特定時点での値は断りのない限り各年 12月時点
◯集計範囲：東京建物

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。
（人数は 2020 年 1 月時点）
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13

取締役は 12 名であり、うち 4 名が社外取締役です。東京
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2019

回

監査役会

54

2018

取締役会開催回数

取締役会

東京建物株式会社

2017

報告

各本部・部門

東京建物の価値創造

取締役・監査役の選任・指名

取締役会の実効性評価

当社は、人格・能力・見識・経験等を総合的に判断した

役の選解任や取締役・監査役候補の指名にあたっては、

東京建物では、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年に 1 回実施し、その結果に基づき取締役

うえで、当社グループの中長期的な企業価値向上に資す

独立社外取締役を主要な構成員とする指名・報酬諮問委

会の実効性について評価を行っています。2019 年度の実効性評価の概要は以下の通りです。

る資質を有する人物を経営陣幹部に選任し、また取締役・

員会での審議を経たうえで、取締役会で決議します。

監査役の候補者として指名しています。なお、代表取締

評価プロセス
の課題や対応策等について議論を行いました。

社外取締役・社外監査役のサポート体制

特集

すべての取締役・監査役に対しアンケート調査を行い、その回答を集計・分析した結果を取締役会において共有し、今後

評価項目
こととしています。

するため、取締役会事務局である企画部が適宜必要な説

さらに、常勤監査役は取締役会に加えてグループ経営会

明・情報提供等を行っています。

議等の重要な会議に出席し、会計監査人、取締役および

また、監査役会の要請に応じて、監査役スタッフとして、

各部署の社員から適宜必要な報告を受け、各々と随時意

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

見交換を行うことができるよう体制を整えています。

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

中期経営計画

東京建物では、社外取締役および社外監査役をサポート

評価結果と今後の対応
評価の結果、取締役会としての実効性は十分に確保されていることを確認しました。
また、取締役会における調査結果に関する議論では、以下の事項を確認しました。

〇昨年から評価が改善した事項
・長期ビジョン・中期経営計画の策定に向けて、中長期的視点での事業戦略・財務戦略に関する討議が充実したこと。

役員区分

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

※1

支給
人員
（名）

、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

社内取締役

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※ 2 で支給することとしています。

監査役
（社外監査役を
除く）

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

社外役員

大への貢献意識を高めることを目的として、株式給付信

合計

より、取締役等の報酬は、「固定報酬」、「業績連動報酬」

固定報酬 業績連動 株式報酬
（百万円）
報酬
（百万円）
（百万円）

支給総額
（百万円）

・中長期的な経営課題や経営方針等に関する討議の更なる拡充を図るため、審議・報告すべき内容の精査を行うこと等に

10

258

183

33

475

３

52

－

－

52

なりました。株式報酬（ただし社外取締役を除く）は、
1 事業年度あたり 4 万ポイント (4 万株相当 ) を上限と

位置付け

して付与することとしています。

9

40

－

－

40

22

351

183

33

569

変動性

基本報酬のみとしており、報酬額は月額 8 百万円（年
※ 1 2008 年（平成 20 年）3 月 28 日開催の第 190 期定時株主総会決議に基づく
※ 2 2013 年（平成 25 年）3 月 28 日開催の第 195 期定時株主総会決議に基づく
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市場等への影響も勘案しながら縮減を図っていきます。

の中長期的な企業価値の維持・向上に資すると判断した

なお、中期経営計画（2020 ‐ 2024 年度）において、資

場合には、他社株式を純投資目的以外の株式（政策保有

産ポートフォリオの見直しの一環として、資産効率向上の

株式）として取得・保有いたします。

ため政策保有株式の縮減を進めることとしています。

固定報酬

業績連動報酬

株式報酬

個別の政策保有株式については、不動産取引、共同事業、

基本報酬

短期
インセンティブ

中長期
インセンティブ

建設・設備取引、財務取引等の取引実績と見通しおよび

単年度業績に
連動

株価に連動

30～40％

5 ～ 10％

̶

総報酬に
対する割合 50～60％
（目安）

額 96 百万円に相当）以内と定めています。

当社は、取引関係の維持・強化等により、当社グループ

政策保有株式の銘柄数および貸借対照表計上額の合計額

配当実績等、当社グループの企業価値の維持・向上に資

（2019 年 12 月末時点）

するか否かという観点から、保有意義の適否を毎年検証し

銘柄数
（銘柄）

ており、その内容・処分実績等について、少なくとも年に
1 回以上の頻度で取締役会に報告し、検証の結果、保有を
継続する意義が認められなくなった株式については、株式

東京建物株式会社

貸借対照表計上額の
合計額
（百万円）

非上場株式

26

5,153

非上場株式以外の株式

48

92,231
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データセクション

監査役の報酬については、常勤・非常勤の役割に応じた

より、議論の効率化・活発化に取り組むこと。

政策保有株式

報酬等の種類別の支給割合

および「株式報酬」の 3 種類により構成されることと

〇今後の課題と対応

報告

託による株式報酬制度を導入しました。本制度の導入に

報酬等の種類別総額

・物件見学会の実施や議案に関する事前説明の充実等により、役員の支援体制が拡充されたこと。

セグメント別報告

取締役および監査役の報酬等の額（2019 年 12 月期）

報酬の額およびその算定方法の決定方針

ESG 報告

ESG 報告

リスクマネジメント

コンプライアンスの推進

基本的な方針・考え方

東京建物の価値創造

コンプライアンス
ループ会社共通の「コンプライアンス憲章」
を制定し、取り

東京建物グループは、企業価値の安定的な向上に向け、当

ング・コントロールし、リスク管理の徹底を図っています。

企業活動を継続していくため、コンプライアンスを「法令

組みを進めています。

社グループの事業に影響を及ぼす可能性のあるリスクの

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

にとどまらず社会規範や企業倫理まで遵守していくこと」

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

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

ントの国際規格 ISO31000 および国内規格 JIS Q 31010

と定義しています。

コンプライアンスならびに不正行為・汚職防止を含む内

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

を参考にしています。

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

部管理リスク全般を協議する「内部統制管理委員会」
を設

推進するため、2009 年 6 月、社会に対する誓約としてグ

置し、グループコンプライアンス活動の統括をしています。

リスクマネジメント体制

コンプライアンス推進体制

東京建物グループコンプライアンス憲章

報告

取締役会

監査役会

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。

内部統制管理委員会

委員長：社長執行役員

◯法令等を遵守し、公正で健全な企業活動を行います。

報告
事務局

◯企業活動を通じて、
より良い社会の実現に貢献します。

企画部

◯お互いの人格や価値観を尊重し、働きやすい職場環境

内部監査室

を確保します。

2009 年 6 月制定

コンプライアンス
啓発活動

報告

通報受付

内部監査

各事業本部

ています。

ある重要なリスクとして、投資リスク･ 財務リスク･ 事業リス

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

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

応方針等が検討されます。

に分類し管理しています。

また、
これらのリスクに関する重要な事項については、必

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

要に応じて取締役会へ報告され、監査役会がこれを監査

部が所管し、その中の内部統制リスク（内部管理リスクお

します。

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

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

委員長とする内部統制管理委員会にて、協議・対策を行っ

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。

連携

監査役会

コンプライアンス研修

取締役会

監査
重要な事項の付議・報告

東京建物グループでは、毎年、グループ合同ｅ- ラーニン

部長向けハラスメント防止研修講師用セミナー、適正飲酒

グ研修を実施しています。2019 年は、グループ全体で 15

セミナーや東京建物新入社員向け研修、新任指導職向け

社の役職員約 4 千名を対象に、
「コンプライアンス全般」

研修等の階層別研修を実施しました。

「適正飲酒」のほか、腐敗防止の取り組みを兼ねてインサ

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

イダー取引防止等の「情報管理」
、マネーロンダリング防

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

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

の他の情報を共有しています。

グループ経営会議

内部統制管理委員会

議長：社長執行役員
事務局：企画部

委員長：社長執行役員
事務局：総務コンプライアンス部

総務コンプライアンス部

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）

E
S
G

報告

止等の「宅地建物取引業法と犯罪収益移転防止法」
につい

リスク
管理部門

重要な事項の付議・報告

セグメント別報告

リスクマネジメント体制図

グループ各社
コンプライアンス担当

東京建物グループの経営に大きな影響を与える可能性の

中期経営計画

総務コンプライアンス部

◯お客様の立場で考え、誠実に行動します。

特集

東京建物グループでは、末永く社会から信頼され、健全な

プを図りました。ほかにも、グループ新入社員合同研修、
統合的リスク

ヘルプラインの設置

リスク
カテゴリー

（事業リスク・投資リスク・財務リスク・内部統制リスクの集合体 ）

内部統制リスク

事業リスク・投資リスク・財務リスク

（内部管理リスク・コンプライアンスリスクの集合体）

等を行います。

に防止するための相談・通報窓口として、グループ共通

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

で利用が可能な「東京建物グループ ヘルプライン」
を設

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

各部室店

置しており、グループで業務に従事しているすべての従業

います。より重大な事案については内部統制管理委員会

員が利用できます。窓口で受け付けた相談・通報につい

が招集され、対応が検討されます。

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

ては、東京建物内部監査室（社長執行役員直轄の組織）
に

また、通報者については、公益通報者保護法の精神に則り、

報告され、独立した立場で内容に応じた調査・事実確認

適切に保護します。
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報告

モニタリング・改善
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東京建物グループでは、法令違反や不正行為などを未然

