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増備された新形式車両「5000系」
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株主の皆様には、ますますご清栄のこととおよろこび申

し上げます。

平素は、格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。

当期（平成14年度）の事業のご報告にあたりまして一言

ご挨拶申し上げます。

当期のわが国経済は、所得や雇用環境が低迷するなか、

依然として個人消費も設備投資も力強さはなく低調に推

移いたしました。

このような中、当社の基幹事業である鉄軌道事業にお

きましては、鉄道ネットワークの拡充などにより、輸送人

員は堅調に増加いたしました。

本年３月には、営団半蔵門線を介して、田園都市線と

東武伊勢崎線・日光線との相互直通運転を開始し、これ

に合わせ当社全線（世田谷線を除く）でダイヤ改正を実施

いたしました（11ページ参照）。

鉄道ネットワークの拡充を図るための複々線化工事や

各種改良工事についても、鋭意進捗に努めてまいり（12ペ

ージ参照）、東横線では来年２月からみなとみらい21線と

の相互直通運転の開始を予定しており、これに伴い横浜・

桜木町間を廃止することといたしました（13ページ参照）。

営団13号線との相互直通運転化事業については、平成24

年度の直通運転開始を目指し、渋谷駅付近で営団13号線

渋谷駅建設のための工事を開始いたしました。

さらに各駅においては、エレベーター、エスカレーター

などの設置によるバリアフリー化を推進し、また、田園都

市線と目黒線では消費電力の削減、バリアフリー化およ

び情報サービスの充実などに配慮した新形式車両「5000

系」を導入いたしました（12ページ参照）。

不動産事業におきましては、多摩田園都市を中心に建

売住宅などを分譲し好調に推移し、賃貸事業につきまし

ても、東日本旅客鉄道㈱との共同事業である「JR東急目

黒ビル」の開業や提案型賃貸住宅事業の展開など、積極

的に進めてまいりました。

ホテル事業におきましては、東急インチェーンと東急ホ

テルチェーンを「東急ホテルズ」として統一し、グループ

内におけるホテルブランドの再編などを実施し、本年４

月、当社子会社の㈱東急ホテルチェーンに営業を譲渡い

たしました。

またゴルフ場事業の一部とスポーツ事業を経営効率の

向上と競争力強化のため当社子会社に譲渡いたしました。

この結果、当期の営業収益は前期と比べ1.4%減少して

2,978億4千5百万円、経常利益は305億4千4百万円、当

期利益は69億5千万円となりました。

また、当期の連結営業収益は㈱東急ストアなどを新た

に連結子会社に加えたことなどにより、前期と比べ30.9％

増加して1兆3,854億3千8百万円となりました。経常利益

は519億2千1百万円となりましたものの、資産売却によ

る資金回収に努め、資産の含み損の処理を積極的に進め

た結果、固定資産売却損などの特別損失の計上により、

当期純利益は34億1千6百万円となりました。

グループ経営においては、当社は平成12年４月以降、

東急グループ経営方針に基づき、「グループ事業再編成に

よる選択と集中」、「グループマネジメントの整備」、「グル

ープ成長戦略の推進による事業の活性化」の３つを柱と

する施策を実行してまいりました。具体的には㈱日本エア

システムと日本航空㈱の経営統合、国内ホテル事業の再

編、石油販売事業からの撤退、グループに関する重要方

針の迅速な決定を行うためのグループコーポレート会議の
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新設、グループ経営会議の運営体制の整備、渋谷マーク

シティ、グランベリーモール、セルリアンタワーなどの沿

線活性化投資、不動産投資信託事業（REIT）への進出な

どでございます。

これらの施策により、経営方針でグループの健全性回

復の指標として掲げた「EBITDA（営業利益+減価償却

費）に対する有利子負債の倍率」を10倍以下とするとい

う目標を達成することができました。

当社および東急グループはこれらの成果を持続し発展さ

せるとともに、連結経営体制の確立、ストックからフロー

への事業構造の転換、減損会計への対応などの財政的な

課題の克服などを目指し、本年４月をスタートとする中

期２か年経営計画を新たに策定いたしました。

この新たな経営計画において定めた数値目標、連結決

算における「営業活動によるキャッシュフローに対する連

結純有利子負債の倍率」10倍未満、「連結株主資本利益

率（ROE）」10％以上を確実に達成し、当社を事業持株会

社としたグループ全体の最適化が図れる体制の構築、整

備を進めてまいります。

当社の事業は鉄道事業と当社線沿線を中心に消費者の

都市生活を多角的にサポートする都市生活事業に集約し、

事業、地域という２つの面から経営資源を集中してまい

ります。

今後はグループ経営方針における基本姿勢である「当社

によるグループガバナンスの確立」、「グループ内外とのア

ライアンスによる成長」、「コンプライアンス経営によるリ

スク管理」を踏襲するとともに、社会や地域との調和など

全てのステークホルダーの価値向上（Stakeholder Value

Added）を事業の原点とし、経営の継続性、経営の可視

性、責任の明確性をより重視する経営姿勢を明確にいた

します。

当社はこの経営計画を着実に実行し、企業価値の最大

化を目指してまいります。

なお、この計画の初年度にあたる平成15年度の当社決

算は、固定資産の減損会計制度を早期に適用し財務体質

の健全化を図るため、遺憾ながら当期損失となる見通し

でございます。配当につきましては、一株につき年５円の

配当を継続させていただく予定でございますが、中間配当

は見送らせていただきたいと存じます。

株主の皆様におかれましては、当社および東急グループ

に対し、一層のご理解とご支援を賜りますようお願い申し

上げます。

平成15年６月

取締役社長



財務諸表（単体）
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（注）1. 有形固定資産の減価償却累計額 520,890百万円（平成15年3月期）
2. 1株当たり当期利益 6円7銭（ 〃 ）
3. 平成14年改正前商法第290条第1項第6号に規定する純資産額　　　　　　760百万円（ 〃 ）
4. 当期から商法施行規則により作成しております。また、前期についても、同規則により資本の部については組み替えて表示しております。
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利益処分 （単位：円）

科　目　　　　　　　平成15年3月期

当期未処分利益 25,615,809,380

利 益 処 分 額

配 当 金 2,849,015,070

（1株につき2円50銭 ）

役員賞与金 82,000,000

（取締役賞与金　70,000,000）

（監査役賞与金　12,000,000）

次期繰越利益 22,684,794,310

（注）平成14年12月10日に2,808,413,783円
（1株につき2円50銭）の中間配当を実施いたし
ました。



経営指標（単体）
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営業収益 （単位：百万円） （単体） （単体） 

（平成） 11年度 12年度 14年度 13年度 （平成） 11年度 12年度 13年度 14年度 

（平成） 11年度 12年度 13年度 14年度 （平成） 11年度 12年度 13年度 14年度 

30,483 
その他事業 
42,396 
ホテル事業 

85,633 
不動産事業 

124,177 
鉄軌道事業 

当期利益と1株当たり当期利益 

6,306

5.74

6,997 6,950

6.07
6.37

7,656

6.86

1株当たり株主資本と株主資本利益率 

220.57

2.6

226.55

2.8

229.19

3.0

経常利益 （単位：百万円） 

当期利益（百万円） 

1株当たり当期利益（円） 

全事業 
282,691

29,524

43,857

91,127

127,990

292,499

（単体） （単体） 

15,641
50,367

103,463

132,486

301,959

13,771
50,623

99,866

133,584

297,845
31,026 30,544

17,47318,443

239.64

2.6

1株当たり株主資本（円） 

株主資本利益率（％） 

※１株当たりの当期利益は期中平均発行済株式総数（平成13年度からは自己株式
を控除）に基づき算出しております。平成14年度より、１株当たり当期利益の
計算については、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第
2号）および「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計
基準適用指針第4号）によっております。
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財務諸表（連結）

    

※連結財務諸表規則の改正により、当期より改正後の連結財務諸表規則により作成しております。また、前期についても、改正後の区分に組み替えて表示しております。



財務諸表（連結）
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財務諸表（連結）
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連結キャッシュ・フロー計算書

連結剰余金計算書

※連結財務諸表規則の改正により、当期より改正後の連結財務諸表規則により作成しております。また、前期についても、
改正後の区分に組み替えて表示しております。



　　 事業の内容 

鉄軌道業 

バス業 

 

貨物運送業
 

  　　　　　　　　　　会社名 

  当社、伊豆急行（株）、上田交通（株） 

  東急バス（株）、（株）じょうてつ、　 

  東急鯱バス（株）、草軽交通（株） 

  東急ロジスティック（株）（旧 相鉄運輸（株））、 

  東急エアカーゴ（株）、日本貨物急送（株）、 

   東京通運（株） 

  その他40社 

 

　1.  交通事業（51社） 

　　 事業の内容 

不動産販売業 

不動産賃貸業 

不動産管理業 

 

 

不動産仲介業 

  　　　　　　　　　　会社名 

  当社、東急不動産（株） 

  当社、渋谷開発（株）、（株）北見東急ビル、 

（株）東急コミュニティー、 

  東急ファシリティサービス（株）（旧 東急サービス（株））、 

  ヤンチェップ  サン  シティPTY.LTD．  

  東急リバブル（株） 

  その他37社 

　2.  不動産事業（45社） 

　　 事業の内容 

百貨店業 

小売業 

 

商社業 

  　　　　　　　　　　会社名 

（株）東急百貨店、（株）ながの東急百貨店 

（株）東急ストア、（株）札幌東急ストア、 

（株）東急ハンズ、東弘商事（株） 

（株）光和、東急ジオックス（株） 

  その他23社 

　3.  流通事業（31社） 

　　 事業の内容 

旅行業 

映画業 

ゴルフ業 

 
広告代理店業 

有線テレビジョン放送業 

レンタカー業 

  　　　　　　　　　　会社名 

  東急観光（株） 

（株）東急レクリエーション  

  当社、（株）スリーハンドレッドクラブ、 

（株）東急ハーブヒルゴルフクラブ  

（株）東急エージェンシー 

  イッツ・コミュニケーションズ（株） 

（株）ニッポンレンタカー東急、 

  ニッポンレンタカー北海道（株） 

  その他52社 

　4.  レジャー・サービス事業（61社） 

　　 事業の内容 

鉄道車両関連業 

自動車部品製造業 

電気通信設備販売業 

研究所 

   　　　　　　　　　　会社名 

  東急車輛製造（株）、東横車輛電設（株）  

  シロキ工業（株）  

  東横電工（株）  

（株）東急総合研究所  

  その他38社 

　7.  その他事業（43社） 

 

  　　　　　　　　　　会社名 

東急建設（株）、世紀東急工業（株） 

その他12社 

　　 事業の内容 

建設業 

　6.  建設事業（14社） 

  　　　　　　　　　　会社名 

 
  当社、（株）東急ホテルチェーン、 

（株）関西東急イン他25社、 

  パン  パシフィック  ホテルズ  アンド  リゾーツPTE.LTD.、 

  マウナ  ラニ  リゾート（オペレーション）,INC. 

  その他34社 

　　 事業の内容 

ホテル業 

　5.  ホテル事業（64社） 

 
 

 

（注）※会社名で、　　　色の会社は連結子会社、　　　色の会社は持分法適用会社です。 

※上記事業区分の会社数には、当社及び東急建設㈱、グアム　パシフィック　ト

ウキュウ　コンストラクション ,INC.、㈱ライフシステムズ、東急観光㈱、伊豆

急行㈱、㈱じょうてつ、草軽交通㈱、東急ファシリティサービス㈱、東急バス㈱、

東急カナダCORP.、マウナ　ラニ　リゾート（オペレーション）,INC.、東急

ロジスティック㈱、東京通運㈱、網走交通㈱が重複して含まれております。 

セグメント別会社構成
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（平成15年3月31日現在）



鉄軌道事業
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安全・便利・快適な鉄道を目指し、輸送力増強のための東横

線、田園都市線の複々線化工事や鉄道ネットワーク拡充のた

めの東横線とみなとみらい21線および東横線と営団地下鉄

13号線との相互直通運転に伴う工事を進めています。また、

本年3月にはお客様により快適、便利にご利用いただけるよ

う、当社鉄道線全線で速達性の向上や乗り換え時の接続を考

慮したダイヤ改正を実施しました。

東横線では、ラッシュ時間帯の横浜方面と渋谷間のスピー

ドアップを図るた

め、「通勤特急」を新

設しました。また

中目黒駅を新たに

特急の停車駅とし

ました。これは営

団日比谷線との接

続を考慮したほか、

駅付近の再開発が

進んだことにより、

中目黒駅の乗降人

員が増加している

ことによるもので

す。その他、特急

の運転時間帯の拡

大などを実施しま

した。

また田園都市線

では、中央林間から営団地下鉄半蔵門線を介し、東武伊勢崎

線・日光線南栗橋までの相互直通運転を開始しました。これ

に合わせて日中の急行列車の運転本数を1時間に2本から4

本に倍増したほか、平日の夕方・夜間の一部の長津田行きの

急行列車の運転区間を中央林間まで延長しました。

この他東急線各線で列車の増発や、各線相互の接続性の向

上を目的とした発着時刻の変更などを行いました。

高架橋構築工事（元住吉駅）

相互直通運転（田園都市線）と東急線全線の
ダイヤ改正を実施しました

新設した通勤特急

中目黒駅に停車する特急列車

渋
　
谷 

中
目
黒 

学
芸
大
学 

自
由
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田
園
調
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多
摩
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武
蔵
小
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日
　
吉 

綱
　
島 

菊
　
名 

横
　
浜 

桜
木
町 

特急 

急行 

※ 

※通勤特急のみ停車

東横線　特急、通勤特急、急行停車駅

南
栗
橋 

押
　
上 

水
天
宮
前 

渋
　
谷 

三
軒
茶
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二
子
玉
川 

長
津
田 

中
央
林
間 

日光方面 

田園都市線～営団地下鉄半蔵門線～東武伊勢崎線・日光線路線図



～新形式車両「5000系」を増備～

新形式車両「5000系」を当期、田園都市線に10両6編成、

目黒線に6両1編

成それぞれ導入し

ました。この車両

は「人と環境に優し

い車両」をコンセプ

トとし、エネルギ

ー消費効率の向上

による環境への配

慮、軽量化による沿

線への騒音や振動

の低減、バリアフリ

ー化、情報サービスの充実等を図った車両です。

田園都市線は、渋谷から中央林間に至る31.5ｋｍの路線

であり、主に通勤

通学等の日常の足

として1日あたり

106万人（平成14

年度）のお客様にご

利用いただいてい

ます。同線の混雑

緩和をさらに図る

ため、平成7年3

月、特定都市鉄道

整備事業計画の認

鉄軌道事業
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田園都市線二子玉川～溝の口間の複々線化工事と
大井町線改良工事を順調に進めています

定を受け、田園都

市線二子玉川～溝

の口間を複々線化

するとともに、大

井町線大井町～二

子玉川間を急行運

転可能な施設に改

良するための工事

を進めています。

本工事の完成後、

溝の口～大井町間

を直通運転することで、大井町線に田園都市線のバイパス機

能を持たせます。これにより都心へのルートの選択肢が増え

ることになります。

田園都市線では、溝の口駅の上り線側はすでに完成し、現

在は下りホームの構築と高架橋の拡幅工事を実施しています。

本年3月には仮設ホームを設置し、列車の停止位置を高津寄

りに約80ｍ移動しました。さらに梶が谷寄りの部分で大井町

線が折り返し運転可能な施設にするための工事を進めていま

す。二子新地駅と高津駅はそれぞれ相対式2面ホーム4線化、

溝の口駅は島式2面ホーム4線化の高架駅として整備します。

また大井町線では、旗の台駅を2面2線から2面4線に変

更し、急行待避が

可能な施設としま

す。また盛土区間

の一部を高架橋に

変更し、池上線と

大井町線下りホー

ムの乗り換え時の

利便性を向上させ

ます。さらにエス

カレーター・エレ

ベーターを設置し、

二子橋梁橋脚拡幅工事（二子新地駅付近）

仮設ホームを設置した溝の口駅下りホーム（右奥） 高架橋拡幅工事（二子新地～高津間）

新形式車両「5000系」
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バリアフリー化を

図ります。現在は

軌道を仮受けする

杭を打設する工事

などを進めていま

す。等々力駅では

急行待避を可能と

するため、同駅を

地下化し、1面4

線の施設とします。

大井町駅では昨年12月、東京臨海高速鉄道（株）が運行す

るりんかい線と大井町線が接続し、鉄道ネットワークが拡充

しました。

大井町線とりんかい線が接続（大井町駅）

大崎 

品川シーサイド 

天王洲アイル 

東京テレポート 

国際展示場 

東雲 

新木場 

大井町 二子玉川 

大井町線 

りんかい線 

大井町線に接続したりんかい線路線図

旗の台駅完成予想図

東横線の鉄道ネットワーク

の拡充を図るため、横浜高速

鉄道（株）が建設および運行を

行う「みなとみらい21線」と

の相互直通運転を来年2月か

ら開始します。当社では現在、

東白楽～横浜間でこの相互直

通運転のために地下化工事を

進めています。

この相互直通運転開始によ

り東横線横浜～桜木町間を平

成16年１月31日（予定）に

廃止します。両線の接続を横浜駅地下で行うことになること、

代替鉄道路線としてJR根岸線、横浜市営地下鉄線の2路線

があることなどによるものです。廃止後、同区間の鉄道跡地

は横浜市に譲渡します。

また東横線は平成24年度に渋谷駅において営団13号線

との相互直通運転の実施を予定しています。この相互直通運

転が実施されますと、池袋～新宿～渋谷～横浜が1本の路線

でつながり、副都心と横浜地区を結ぶ首都圏における広域的

な鉄道ネットワークが誕生します。

反町駅地下での工事状況

東横線とみなとみらい21線との相互直通運転
を開始、東横線横浜～桜木町間を廃止します

新宿・池袋方面 営団 
13号線 

み 

な 

と 

み ら い 

21線 

東 

東 

急 

横 
線 

渋谷 

横浜 

元町・中華街 
（山下公園） 

中目黒 

自由が丘 

菊名 

新高島 

みなとみらい 

馬車道 

日本大通り（県庁・大さん橋）

武蔵小杉 

東横線～みなとみらい21線路線図



不動産事業

高層タワーマンション「ドレッセ目黒
インプレスタワー」の販売を開始しました

14

本年2月、目黒駅から徒歩

5分の好立地にある高層タワ

ーマンション「ドレッセ目黒

インプレスタワー」（地下1階

地上23階建、総戸数129

戸）の分譲を開始しました。

「ドレッセ（DRESSER）」

は当社独自の新しい分譲マン

ションブランドとして昨年4

月から展開しているもので、

「信頼性の高い商品をお客様

に提供する、住まう人それぞ

れが美しいライフスタイルを実現できる」をコンセプトにし

ています。本物件は「ドレッセ美しが丘」（横浜市青葉区）「ド

レッセ大倉山」（横浜市港北区）に続く3物件目となります。

外観は個性的なオーバルフォルム（楕円形の外観）が特徴で、

開放感に満ちた360度のパノラマが広がります。設備は24

時間体制のセキュリティーシステムを導入し、光ファイバー

ケーブルとLAN配線による高速インターネットに全戸全居

室が対応しています。環境面ではキッチンに生ごみを簡単に

処理できるディスポーザーなどの高品質な設備を取り入れて

いるほか、ペットとの共生に対応するためペット用足洗い場

なども設置しています。

また敷地内には四季折々の

樹木を配した公開空地を確保

し、美しい都市景観を生み出

すなど、ターミナル駅近接の

立地でありながらゆとりある

住環境を実現しています。

ドレッセ目黒インプレスタワー
（完成予想図）

マンション室内（イメージ）

田園都市線高津駅高架下で運営していた「電車とバスの博

物館」を本年3月、宮崎台駅隣接地にリニューアルオープン

しました。

この博物館は、当社の創立60周年にあたる昭和57年に

交通事業への理解を深めていただくことを目的に開館しまし

た。学校や親子で参加できるイベントなど、地域社会への貢

献活動にも力を入れています。

館内には昭和初期に製造された旧型車両など、当社および

東急グループの交通事業に関する資料を展示しているほか、

乗り物の発達の歴史、列車運行の安全を守るための取り組み

を紹介しています。また、電車・バス・航空機の操縦体験が

できるシミュレータや、パノラマ模型運転コーナーなども設

置してあり、楽しみながら交通事業に関する知識を深めてい

ただくことができます。

なんでも・ものしりステーション 旧型車両「200系」

博物館入口付近 再現した旧高津駅

「電車とバスの博物館」を
リニューアルオープンしました
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「湘南めぐみが丘」で一戸建て住宅の
分譲を開始しました

昨年3月に土地区画

整理事業が竣工した平

塚市五領ヶ台地区で、

「湘南めぐみが丘」（神

奈川県平塚市）として

昨年の10月から建売

住宅等の分譲を開始し

ました。JR東海道線

平塚駅から北西約5.6

ｋｍに位置する同地区

は、昭和62年より分譲を開始した「湘南日向岡」に隣接し、

平塚市を一望できる高台に立地しています。総開発面積は約

37.7ha、総計画戸数は約1,000戸（うち当社保有分約700

戸）で、戸建用地が約16ha、集合住宅用地が約2.8ha、商

業サービス施設用地が約0.8ha、産業研究施設用地が約

6.4ha、公共・公益用地が約11.7haとなっています。その

うち戸建用地については、街を4つにゾーニングし、それぞ

れ独自のコンセプトに基づいて、開発を進めていきます。

同地区ではそれぞれの街区の持つ特徴や道路環境にもとづ

いて街並をつくっており、また外構は極力自然な仕上げとし

て、灌木類を植栽し、

道路面を圧迫しない

ような建物の配棟計

画により空間の広が

りを高めるなど、オ

ープンエア感覚を街

区全体に持たせてい

ます。

平成12年4月に発表した東急グループ経営方針の実行施

策のひとつに「グループの成長戦略の推進による事業の活性

化」を掲げました。この施策のひとつとして、駅を単なる通

過点としてではなく、ご利用されるお客様にさまざまな新し

いサービスを提供できる拠点とするため、「駅機能の拡充」を

目指しています。「湘南めぐみが丘」で新規分譲

「湘南めぐみが丘」全景

駅機能の拡充策を推進しています

南側の豊かな田園風景との境界に位置した、
街で最も高さのあるゾーン

緩やかな勾配を持ち、ゆっくりと太陽に向か
って斜面を下りていく南ひな壇のゾーン

なだらかな勾配によって形成される街の中心
に位置するゾーン

美しい自然林や田園のシーンが広がる、牧歌
的な景観を持つゾーン

陽光のゾーン

コアゾーン

ルーラルゾーン

テラスのゾーン

街区のゾーニング



ホテル事業

東急グループの国内ホテル事業の再編を
推進、ホテル経営機能を集約しました

～本年４月当社国内ホテル事業を㈱東急ホテルチェー
ンに営業譲渡～

～駅の受発信拠点店舗「ranKing ranQueen（ランキ
ンランキン）」を多店舗展開～

平成13年7月に「ranKing ranQueen（ランキンランキ

ン）」を渋谷駅に開業したのに続き、昨年12月に東日本旅客

鉄道（株）新宿駅構内、東横線・大井町線自由が丘駅に2・3号

店を、それぞれオープンしました。

「ランキンランキン」は、

情報受発信拠点としての駅の

潜在的価値に着目し、「駅」を

「メディア」としてとらえ、ラ

ンキング情報を基にした売れ

筋商品の販売、さまざまな新

商品情報の発信をするととも

に展示、販売しています。

新宿店は、当社が「ランキンランキン」の経営ノウハウを提

供、店舗運営はJR東日本グループの東日本キヨスク（株）が

行っており、「ランキンランキン」のブランド価値を向上させ

るアライアンス事業として実現したものです。

～沿線駅前に保育所を誘致～

本年1月に目黒線・大井町線大岡山駅、3月に目黒線不動

前駅の駅前にある当社施設を保育園経営に実績を持つ専門会

社に、保育所として賃貸しました。

大岡山駅前の保育所は地下化された大井町線上部の人工地

盤に新築し、周辺の閑静な住

宅地と調和した約40坪の園

庭を設けました。また不動前

駅前の保育所は目黒線目黒～

洗足間立体交差事業に伴って

改良された同駅ビルの２階に

開設しました。

自由が丘駅構内にオープンした
「ranKing ranQueen」

「東急ホテルズ」の各ホテルは、当社および（株）東急ホテル

チェーンが主な事業主体となっていましたが、両社のホテル

経営機能を集約し、統一的な戦略に基づく機動的かつ効率的

な経営体制を構築するため、本年4月、当社のホテル事業を完

全子会社である（株）東急ホテルチェーンに営業譲渡しました。

これにより、（株）東急ホテルチェーンは「東急ホテルズ」に

おける事業主体になると同時に、（株）東急ホテルマネジメン

トや東急リネン・サプライ（株）をはじめとするホテル関連会

社を傘下に保有するホテル事業持株会社として、本年４月１

日にスタートしました。

今後は当社のガバナンスのもと、（株）東急ホテルチェーン

が国内ホテル事業の中核会社となり、ホテル運営会社である

（株）東急ホテルマネジメントの競争力の強化、施設のリニュ

ーアル、レストランの業態転換、ホテルの出退店などの施策

を推進することにより、競争力、収益性の向上と経営効率に

優れた事業体制を構築します。

16

東急ホテル

セルリアンタワー東急ホテル

大岡山駅前に開設した保育所

キャピトル東急ホテル

セルリアンタワー東急ホテル

羽田東急ホテル

東京ベイホテル東急

沼津東急ホテル

名古屋東急ホテル

京都東急ホテル

大阪東急ホテル

鹿児島東急ホテル
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本年3月にオープンした「アトリオⅠⅠ
ドゥーエ

碑文谷」は、横浜市青

葉区で平成6年10月にオープンした「アトリオあざみ野」に続

き2店舗目の会員制フィットネスクラブです。

「アトリオⅠⅠ
ドゥーエ

碑文谷」は、「アトリオあざみ野」で培ってきた

「ホスピタリティーとコミュニケーションを大切にしたサービ

ス」を、より多くの方々に気軽にご利用いただくことをコンセ

プトとしています。

施設はマシンジム、スタジオ、プールの3つで構成していま

す。都内最大級となる630㎡のマシンジムにはヨーロッパ各

国で第1位のシェアを占めるイタリア製の最新トレーニングマ

シンを110台設置しています。また多彩なプログラムが充実

したフィットネススタジオを2面、最新の浄化システムを採用

しているプール（25ｍ×6コース）に加え、マッサージプー

ル､屋外ジャクジーなどのスパ機能の充実を図っています。

～羽田エクセルホテル東急の出店を決定～

平成16年後半に開業予定の「羽田エクセルホテル東急」は

日本空港ビルデング（株）が建設中の東京国際空港（羽田）東旅

客ターミナルビル（仮称）の一部を借り受けてホテルを経営す

るもので、地上7階建て、延べ床面積約16,300㎡、客室数

387室からなるホテルには、付帯施設として多目的にご利用

いただける個室を備えたレストランなども設ける予定です。

なお、羽田エクセルホテル東急の新規開業に伴い、既存の

羽田東急ホテルは営業を終了する予定です。

その他事業

「アトリオⅠⅠ
ドゥーエ

碑文谷」外観 マシンジム

フィットネススタジオ プール

エクセルホテル東急

東急リゾート

渋谷エクセルホテル東急

吉祥寺東急イン

今井浜東急リゾート

札幌エクセルホテル東急

仙台エクセルホテル東急

富山エクセルホテル東急

金沢エクセルホテル東急

成田エクセルホテル東急

赤坂エクセルホテル東急

渋谷エクセルホテル東急

横浜エクセルホテル東急

博多エクセルホテル東急

東急イン

北見東急イン

札幌東急イン

釧路東急イン

帯広東急イン

酒田東急イン

新潟東急イン

上田東急イン

前橋東急イン

福島東急イン

いわき東急イン

新橋愛宕山東急イン

渋谷東急イン

吉祥寺東急イン

大森東急イン

松本東急イン

名古屋丸の内東急イン

名古屋栄東急イン

新大阪江坂東急イン

大阪東急イン

神戸東急イン

和歌山東急イン

松江東急イン

広島東急イン

下関東急イン

徳島東急イン

高松東急イン

松山東急イン

小倉東急イン

博多東急イン

熊本東急イン

鹿児島東急イン

白馬東急ホテル

蓼科東急リゾート

今井浜東急リゾート

下田東急ホテル

宮古島東急リゾート

東急ホテルズ提携ホテル

シティ弘前ホテル

ホテルグランデコ

鹿教湯温泉ホテル東急

草津温泉ホテル東急

伊香保東急ビラ

フィットネスクラブ「アトリオⅠⅠ
ドゥーエ

碑文谷」
をオープンしました
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東急バス㈱は昨年12月、「お客さまセンター」を開設しま

した。お客様からのお問い合わせやご意見、ご要望に対し、

一元化された窓口として迅速な対応をすることで、顧客満足

度の向上を図るとともに、担当部署や営業所に情報を共有化

し、業務改善やサ

ービス品質の向上

に役立てることを

狙いとしていま

す。

また、本年１月

には携帯電話やパ

ソコンから東急バ

スナビのホームペ

ージ（http://www.busnavi.net/tokyu/）にアクセスし、運

行中のバスの位置が分かるシステム「東急バスナビ」サービス

を15路線に追加導入しま

した。これにより、全部で

21路線が対象となり、今

後も拡充していく予定です。

快適性、利便性、安全性

の３つのポイントをより高

い水準に引き上げられるよ

う、一層お客様の声に耳を傾けてまいります。

当社は「第12回地球環境大賞」（日本工業新聞社主催）にお

いて、環境大臣賞を受賞しました。

地球環境大賞顕彰制度は、平成4年に財団法人世界自然保

護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン、名誉総裁：秋篠宮殿下）の

特別協力を得て「産業の発展と地球環境との共生」を目指し創

設されました。

このたびの受賞理由として

は、30年近くにわたり財団法

人とうきゅう環境浄化財団（昭

和49年設立）を通じ、多摩川の

環境浄化に取り組んできたこと

のほか、ISO14001の認証の

取得（長津田車両工場・平成11

年、本社部門・平成12年）、環

「お客さまセンター」案内用ポスター

「東急バスナビ」Web画面

東急バス（株）のノンステップ車両

「第12回地球環境大賞」授賞式

第12回地球環境大賞・
環境大臣賞を受賞しました

また、ICチップ内臓のキーによる運動データ管理システム

を導入し、個人ごとの運動データや運動履歴などを記録するこ

とで、会員の方々のニーズに合わせたトレーニングをサポート

します。さらにこれらのデータを活用し、カウンセリングやト

レーニングプログラムの作成を無料で行う「スマイルボディー

サポートシステム」をご用意しています。

さらに会員の方々が安心してクラブライフを楽しんでいただ

けるよう、ご利用方法、当日のイベントのご案内などを総合的

にサポートする「コンシェルジュ」を配置しています。

なお同施設は昭和48年7月から営業しているゴルフ練習場

「スイング碑文谷」の隣接地にあり、ゴルフのためのフィットネ

スプログラムをご提案するとともに、会員の方々には割引料金

で同ゴルフ練習場をご利用いただけるなど、連携を図っていま

す。

東急バス㈱が「お客さまセンター」
を開設しました
～顧客満足度の向上～

グループ
会社

環境
活動
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境配慮型の新形式車両「5000系」の導入他によるものです。

授賞式は本年4月に秋篠宮同妃両殿下ご臨席のもと、明治

記念館にて行われました。

また同大賞において、東急グループの学校法人五島育英会が

経営する武蔵工業大学が「優秀環境大学賞」を受賞しました。

この受賞は、日本の大学で始めて国際環境マネジメント規

格「ISO14001」の認証を取得するなど、従来から環境保全

活動を明確に打ち出し、先導的な役割を果たしてきた実績が

評価されたことによるものです。

株主メモ
■決算期日　　　　　　　3月31日
■利益配当金支払基準日　3月31日
■中間配当支払基準日　　9月30日
■名義書換代理人　中央三井信託銀行株式会社
■同事務取扱所（連絡先）
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社証券代行部
（03）3323-7111（代表）
■同取次所
中央三井信託銀行株式会社全国各支店
日本証券代行株式会社本店・全国各支店
■公告掲載新聞　
日本経済新聞

当社では、当社および東急グループに関するお
客さまからのお問い合わせやご意見、ご要望をお
受けするため、専用の窓口「東急お客さまセンター」
を設けております。
お寄せいただきましたお客さまの声は、経営陣

をはじめ全社で共有し、当社およびグループ各社
の施設やサービスの改善、業務の見直しに役立て、
より良いサービスや商品の提供に努めております。
電話、電子メール、FAX、郵便でお受けしてお

りますので、お気づきの点がございましたら下記
宛先にお寄せください。
■住所：〒150-8511 渋谷区南平台町5番6号

東京急行電鉄株式会社　東急お客さまセ
ンター

■TEL：03-3477-0109
営業時間（年末年始を除きます）
月～金　8：00～20：00
土日祝　9：30～17：30

■FAX：03-3477-6109
■電子メール（当社ホームページよりご利用下さい）

http://www.tokyu.co.jp/

東急グループお客さまご相談窓口

東急お客さまセンター

会社概要（平成15年3月31日現在）
■商号（英文名）………東京急行電鉄株式会社

（TOKYU CORPORATION）
■設立年月日……………大正11年（1922年）9月2日
■本店所在地……………東京都渋谷区南平台町5番6号
■資本金…………………1,088億1,985万1,593円
■会社が発行する株式の総数…18億株
■発行済株式総数………11億4,097万771株
■株主数…………………77,577名
■事業内容………………鉄軌道事業・不動産事業・ホテル事業

その他事業（レク・サービス事業）

【お知らせ】

「単元未満株式買増制度」を導入しました

6月27日開催の定時株主総会において、単元（1,000株）

未満株式ご所有の株主様が株式をお買い増しされ、1単元に

おまとめいただける「単元未満株式買増制度」を導入するこ

とが決議されました。

このお手続きの詳細につきましては、当社名義書換代理人中

央三井信託銀行株式会社証券代行部（電話03-3323-7111

（代表））へお問い合わせください。
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この事業報告書は、再生紙を使用しています。
平成15年6月

東京急行の株主優待 株主の皆様は、持株数に応じ充実した優待をお受けいただけます。

●発　行　　　　東京急行電鉄株式会社
●お問い合わせ　業務管理・環境部 株式担当

〒150-8511  東京都渋谷区南平台町5番6号　TEL（03）3477-6075

1,000株以上ご所有の株主様（一律）

3,000株以上ご所有の株主様

3千株以上～ 5千株未満

5千株以上～10千株未満

10千株以上～19千株未満

19千株以上～28千株未満

28千株以上～57千株未満

57千株以上

内　容 枚数

10枚

20枚

40枚

80枚

1枚
30枚

1枚
30枚

枚数

電車全線優待乗車券（1枚1乗車）

〃

〃

〃

電車全線優待パス
電車全線優待乗車券（1枚1乗車）

電車・東急バス全線優待パス
電車全線優待乗車券（1枚1乗車）

ご所有株式数 乗 車 証

（いずれも半期の発行枚数）

（いずれも半期の発行枚数）

各優待券の発行時期および有効期間 ※株主優待をお受けいただくには、株主名簿・実質株主名簿にお名前の記載が必要となります。

優待乗車証　　　　　　　　　 客室料金割引券・ご招待券

発行時期　　　　　有効期間　　　　　　発行時期　　　　　有効期間

3月31日現在の株主様　　 5月 6月1日～11月30日 6月 12月31日まで

9月30日現在の株主様　　11月　　12月1日～ 5月31日　　　12月　　　　　6月30日まで

8枚

4枚

2枚
2枚

※優待割引の対象外のホテル、また割引の内容が異なるホテルがございます。

東急ホテルズ　客室料金30％割引券（※）

パン　パシフィック　ホテルズ　アンド　リゾーツ　客室料金30％割引券

Bunkamuraザ・ミュージアム　ご招待券
五島美術館　ご招待券




