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Tokyu Corporation  

沿線のバリューアップ 
 
 

お客さまを軸とした 
東急シェアの拡大 

 
 

沿線外展開・新規事業展開 
・新規領域への積極的進出 など 

 

■ 長期ビジョン 
 （2022年にありたい姿） 
   

長期ビジョン・長期経営戦略 

長期的方向性 

全 体 戦 略 

長期ビジョンの実現と、 
持続的な成長に向けた全体戦略を策定 

健全性の回復から、規模の拡大・効率の向上へ 

※2022年は当社創立100周年 

・時代を先取りする街づくり 
・地域特性をふまえたきめ細かい街づくり 
・多様化したﾗｲﾌ&ﾜｰｸｽﾀｲﾙに対応した街づくり 

・TOKYUポイントの基盤拡大 
・お客さまの東急利用率の向上 など 

 

■ 長期経営戦略 
 

目標指標 水 準 

 東急EBITDA（※）  2,000 億円 

 営業利益  1,000 億円 

 有利子負債 /  
     東急EBITDA倍率 

   ５倍台 

（※）東急EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋固定資産除却費 
       ＋のれん償却費＋受取利息配当＋持分法投資損益 

長期経営戦略の目標指標（2022年度） 

  東急沿線が『選ばれる沿線』であり続ける 
    日本一住みたい沿線 東急沿線 
    日本一訪れたい街  渋谷 
    日本一働きたい街  二子玉川 
 

     『ひとつの東急』として、強い企業集団を形成する 
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Tokyu Corporation  

中期３か年経営計画 

次なる飛躍へのステップとして、沿線を深耕するとともに、 
新たな成長にチャレンジする 

① 安心感と満足感のより一層の充実 
② 沿線開発と不動産事業の更なる推進 
③ ライフスタイル＆ワークスタイル・イノベーションの推進 
④ グループの経営資源を活かした新たな取り組み 

“STEP TO THE NEXT STAGE”  

経営指標 2014年度実績 2017年度計画 

  東急EBITDA（※） 1,594 億円 1,690 億円 

  営業利益  715 億円 750 億円 

  有利子負債 / 東急EBITDA倍率        5.7 倍    5.8 倍 

  ＲＯＥ        7.7 ％           8.0 ％ 

全社経営指標 

（※）東急EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋固定資産除却費＋のれん償却費＋受取利息配当＋持分法投資損益 

重点施策 

基本方針 

参考指標 
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Tokyu Corporation  

キャッシュ･フローと投資計画 

成長投資 
2,000億円 

営業 
キャッシュ・ 

フロー 
3,800億円 

有利子負債 
600億円 

投資回収500億円 

キャッシュイン 
4,900億円 

キャッシュアウト 
▲4,900億円 

運転資金100億円 

株主還元300億円 

更新投資 
2,500億円 

キャッシュ・フロー 2015年度-2017年度 合計 設備投資・投融資等 2015年度-2017年度 合計 

成長投資 
2,000億円 

既存事業更新投資 
2,500億円 

4,500億円 

 
鉄軌道投資 
1,500億円 

 

成長投資 内訳 

渋谷再開発 
770億円 

沿線開発 
530億円 

安全投資 
800億円 

戦略案件 
700億円 

不動産賃貸事業の拡充 
海外展開 含む 

渋谷再開発 
1,800億円 

沿線開発 
700億円 

戦略案件 
1,500億円 

【参考】6か年 (2015年度-2020年度) 合計  

成長投資 合計 4,000億円 
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Tokyu Corporation  

事業セグメント別経営指標 

（※）変更後の新セグメントによる 

セグメント（※） 経営指標 2014年度 
実 績 

2017年度 
計 画 

(参 考)  
2020年度 

 交通事業 
当社鉄軌道 
輸送人員 

(2014年度比較) 
1,116 百万人 

 
1,150 百万人 

（＋3.0％） 

 
1,186 百万人 

（＋6.3％） 

 不動産事業 
   (うち当社不動産賃貸) 

東急EBITDA      505 億円 
(318億円) 

         510 億円 
(367億円) 

         636 億円 
(504億円) 

 生活サービス事業 

営業利益率 

    1.9 ％  2.5 ％ 3.4 ％ 

      うち リテール 0.8 ％ 1.3 ％ 1.7 ％ 

      うち ICT・メディア 4.9 ％ 6.0 ％ 7.5 ％ 

 ホテル・リゾート事業 3.3 ％ 4.3 ％ 5.4 ％ 

 連結営業利益 715 億円 750 億円 900 億円 
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