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ごあいさつ

株主の皆さまには、平素から格別のご理解とご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 
2015年度よりスタートした中期経営計画“STEP TO THE NEXT STAGE”は初年度を終え、目標として

掲げております経営指標につきましては、おかげさまで当期の計画を達成することができました。「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」の基本方針のもと、引き続き
目標達成へ向けた取り組みを推進してまいります。

当期は、長年にわたり街づくりを推進してまいりました二子玉川ライズの全施設が開業を迎え、鉄道、バ
スの輸送人員増加や商業施設の利用など、グループ全体にも波及効果が生まれました。また、当社のノウハウを
活かした新規事業領域へのチャレンジとして、電力小売事業や仙台国際空港の運営事業を開始いたしまし
た。鉄道においてはホームドアの設置を積極的に進め、安心・安全な鉄道づくりを推進したほか、お客さまへの
ご案内の工夫など利便性の向上に向けた取り組みも進めてまいりました。各事業の取り組み状況につきま
しては、本レポートをご高覧いただければ幸いでございます。

株主の皆さまにおかれましては、引き続きのご理解とご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

2016年6月
取締役社長  野 本　弘 文

中期経営計画の概要

前中期経営計画 2012～2014
～創

つ く

る、繋
つ な

ぐ、拓
ひ ら

く～

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、新たな成⻑にチャレンジする 2022年にありたい姿地域の生活価値を創造し続ける事業展開

現中期経営計画 2015～2017
“STEP TO THE NEXT STAGE” ⻑期ビジョン

●2018年度 渋谷駅南街区開業
●2019年度 相鉄・東急直通線開業
 渋谷駅街区・東棟開業
●2020年 東京オリンピック・
 パラリンピック開催
●2022年 当社創立100周年
●2027年 渋谷駅街区 全体開業

●2015年度 ログロード代官山開業
 二子玉川再開発第2期事業開業
●2017年度 渋谷宮下町計画開業

JUMP !S T E P !H O P !

　本計画期間は、渋谷再開
発や、相鉄・東急直通線開業
などの大規模プロジェクト
完成までの「STEP」期間であ
り、将来の大きなジャンプに
向けた大切な３年間と位置
づけています。

現 中期経営計画
“STEP TO THE NEXT STAGE”
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中期経営計画  重点施策

　当社は、普通株式の公開買付による取得および同社自己株式の第三
者割当の引受により、㈱東急レクリエーションを2016年３月に当社の
連結子会社としました。
　当社の中期経営計画の推進においては、街づくりに「楽しさを提供す
る」役割が欠かせないものであり、同社の「エンターテイメント戦略を
担う子会社」としての役割を拡大し、拠点となる渋谷の街づくりを始め
とした施策をともに推進することがふさわしいと認識しています。
　これまでに培われた両社の信頼関係を土台とした、より強固な資本関係を構築することにより、両社
の企業価値を高めることができるものと考えています。

株式会社東急レクリエーションを連結子会社化しました

安心感と満足感の
より一層の充実1

　ホームドア整備等の安全対策を実施するとと
もに、鉄道ネットワークの整備や、駅舎のリ
ニューアルにあわせた駅機能の向上を推進する
ことにより、利便性を高める
● もっと安全で便利な鉄道に  ▶P5

ライフスタイル＆ワークスタイル・
イノベーションの推進3

　グループで経営するＣＡＴＶ事業やセキュリ
ティ事業などに電力小売事業を加えた「家ナカ
サービス」を便利に、お得にご利用いただけるよ
う組み合わせて展開する
● 東急グループの新たなチャレンジ  
（㈱東急パワーサプライ） ▶P3

沿線開発と不動産事業の
更なる推進2

　渋谷再開発をはじめ、沿線駅周辺における総合
開発の推進、沿線資産活用コンサルティングの強
化や不動産賃貸事業の更なる拡充を推進する
● スタイリオ梶が谷・オハナ梶が谷 ▶P9
●エトモ中央林間　 ▶P9

田園都市線宮前平駅 ホームドア エトモ中央林間

グループ経営資源を活かした
新たな取り組み4

　リテール事業の強化や、渋谷へのインバウンド
誘客強化、ホテルブランドの再編、海外展開の推
進により事業機会を拡大する
●㈱東急ホテルズ 客室部門を中心に
　好調に推移 ▶P8
●綱島駅にネットスーパー受け取り用
　冷蔵ロッカーを設置 ▶P9

二子玉川エクセルホテル東急　The 30th Dining Bar

109シネマズ
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株式会社 東急パワーサプライ
Focus.1

当社は2015年10月に株式会社 東急パワーサプライを設立、2016年4月に電力小売事業を開始
しました。東急グループが展開する多種多様なサービスとのお得な組み合わせプランにより、
リーズナブルな電気サービスを提供しています。

●TOKYU CARD
毎月の電気料金をカードで支払うと、電気料金の1％がポイントとして貯まります！
●イッツコム
イッツコム加入者さまなら、イッツコムのサービス利用料が毎月最大350円（税抜）お得に！
●定期券やオートチャージで
東急線のPASMO定期券購入やPASMOオートチャージサービスの利用などで貯まる

「電車とバスで貯まるTOKYU POINT」が2倍に！

 お得な組み合わせプラン 企業スローガン

　　東急グループの 新たなチャレンジ
中期経営計画の基本方針「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、
新たな成⻑にチャレンジする」のもと、新規 領域へも積極的に進出しています。今回は、
新規事業の中で「株式会社 東急パワーサ プライ」 「仙台国際空港株式会社」をご紹介
します。

　今後も東急グループのお得なサービスを続々
追加予定です！
　さまざまな生活サービスと連携することで、東
急線沿線にお住まいの方を中心に、ひとりひとり
の暮らしを便利にしていきます！

㈱東急パワーサプライ CATVパートナーグループ 新徳さん

エネルギーを通じて「新しい生活体験」を創出

ラッピング列車をはじめ、東
急線各線で交通広告を展開

特集1

日々の生活に密着した様々なサービスを提供

する東急グループだからこそ、いつも生活者の

視点にたって、エネルギーと暮らしの新しい

関係を考えていきます。

よりお得に、より便利に、より豊かな生活を皆さ

まにご提供するため、「新しい生活体験を、エ

ネルギーとともに。」を企業スローガンとし

ています。

新しい生活体験を、エネルギーとともに。

※PASMOは株式会社パスモの登録商標です。　※PASMOオートチャージサービスは株式会社パスモが提供するサービスです。
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　　東急グループの 新たなチャレンジ
中期経営計画の基本方針「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、
新たな成⻑にチャレンジする」のもと、新規 領域へも積極的に進出しています。今回は、
新規事業の中で「株式会社 東急パワーサ プライ」 「仙台国際空港株式会社」をご紹介
します。

仙台国際空港㈱ 営業推進部 航空営業グループ 角田さん

仙台国際空港株式会社
Focus.2

当社を代表とする企業連合「東急前田豊通グループ」が、国管理空港の民営化第一号となる仙台空港の運営
権を獲得しました。昨年11月、同連合は空港運営のための会社「仙台国際空港株式会社」を設立。本年2月に
は空港ビル施設等事業の運営を開始、7月から本格的に空港運営を担う予定です。震災復興のシンボルとも
言われる本空港の活性化を通じ、東北の交流人口を増やすとともに、東北経済の活性化につなげていきます。

　エアラインが新規に就航しやすい料金設定や、旅客数の増加に
向けた施設機能増強、空港アクセスの利便性向上等の取り組みを
通じ、航空ネットワークの拡充を目指します。
　また、旅客ターミナルも大幅に改修し、東北ブランドを発信す
る物販や飲食等の商業店舗を拡充するほか、地域住民のための交
流プラザを設置するなど、地域に根差した空港づくりを行います。

国内初の民営化空港で東北の活性化へ貢献

●旅客ターミナル改修ポイント
・ 東北ブランドの物販、商業店舗の拡充 ・ 保安検査所通過後エリアの店舗拡充
・ 安心な搭乗をサポートする機能の増強 ・ 総合案内所の機能強化
・ 地域住民の交流プラザなどの設置

 将来の仙台空港

エアライン事務所の新設

立体駐車場の新設

マルチスポット対応による
駐機数の増加

旅客ターミナルビルの改修

ピア棟の新設
（LCC等の旅客搭乗施設）

仙台空港は、年間着陸回数2.7万回、年間乗降客数計3.2百万人の東北最大
の国際空港

改修後の旅客ターミナル（イメージ）

　東急グループの知恵やノウハウも活かし、東
北の地域の人々とともに歩みながら、東北を
発着する旅客に一番に選ばれる空港を目指
し、取り組んでいます！
　生まれ変わる仙台空港・四季の美しい東北
にぜひ遊びにきてください。
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もっと安全で
便利な鉄道に
安心で安全な鉄道の取り組みについてご紹介します。

　防犯対策として、より安全で安心な車内環境を整備する
ため、2020年の東京オリンピック・パラリンピックを見据
え、全車両への防犯カメラ設置を順次進めていきます。

　2020年度を目標に東横線・田園都市線・大井町線の全駅
にホームドアの設置を進めています。2015年度は、10駅で
工事に着手し、新丸子駅、元住吉駅、菊名駅（3・4番線）、宮前
平駅、溝の口駅（大井町線）で使用を開始しました。また、田
園都市線においては、ホームドア整備に向けて、ドア位置が
異なる課題を解決するため、6ドア車両の4ドア車両への置
き換えを進めています。

ホームドアの設置工事

全車両で防犯カメラを設置

　駅情報において、ご乗車前に、車両のどの位置に乗ればエレベーター・エスカ
レーターが近いのかわかるように「駅ホーム図」を追加しました。また、駅の構内
カメラを活用し、改札付近の状況を“見える化”する実証実験「駅視－vision（エ
キシビジョン）」を行っています。

「東急線アプリ」リニューアル

　武蔵小杉駅などに「タッチパネル式デジタル時刻表」を設置し
ました。「先着列車案内」機能を搭載し、目的地に一番早く到着す
る列車を調べることができるなど、従来の時刻表と比べて、より
詳しい情報を提供しています。

「タッチパネル式デジタル時刻表」を導入

タッチパネル式デジタル時刻表

武蔵小杉駅ホームドア 新たに導入した4ドア車両

駅視－visionイメージ

車両内防犯カメラ

特集2

「東急線アプリ」は
こちらからダウンロード！

iPhoneから Androidから

各スマートフォンのOSバージョンの対応情報
はリンク先のページにてご確認ください。

もっと

に
安全

　東京メトロ副都心線を経由し、東武線、西武線に直通す
る速達列車（東横線内は「特急」）がわかりやすくなるよう
に、愛称「Fライナー」をつけたご案内を開始しました。
Fライナー 運転時間帯

愛称名 「Ｆライナー」を導入東横線
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２月１９日、田園都市線宮崎台駅前で運営する「電車
とバスの博物館」がリニューアルオープンしました！
保護者と並んで操作ができる「キッズシミュレー
ター」や、HOゲージの模型電車が走る「パノラマシ
アター」など、さまざまな方にお楽しみいただけます。

電車とバスの博物館
リニューアルオープン！

ズームアップ

株主さま特別イベントを実施します
抽選で「電車とバスの博物館」へご招待いたします。
詳しくは裏表紙をご覧ください。

キッズシミュレーター
保護者と並んで操作できるベンチシートを設置。
専用サイトにアクセスして、お好みの色やスタンプ
で車両をデザインすると、シミュレーター運転中に
デザインした車両が対向車両として登場するほか、
デザインした車両のペーパークラフト（有料：1枚
200円）をお買い求めいただけます。

ＨＯゲージの模型電車が走るパノラマシアター
の演出を一新。時間帯により変化する照明やＣＧ、
実写映像にあわせ模型電車がジオラマを走行す
るショータイムを１時間ごとに開催。また、短編
映画「電車を運転する仕事」、「運行を支える仕事」
も放映しています。

パノラマシアター

　新型券売機の導入にあわせて、スムーズに定期券を購入でき
る「定期券ネット予約サービス」を開始したほか、「PASMO
オートチャージサービス」のお申込みや「TOKYUポイント
チャージサービス」をご利用いただけるようになりました。

新型券売機でより便利に

※PASMOは 株 式 会 社 パ ス モ の
　登録商標です。
※PASMOオートチャージサービス 
　は株式会社パスモが提供する
　サービスです。

新型券売機

もっと

に
便利

車両や駅の列車種別表
示などに「Fライナー」を
表示します。
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TOKYU
ニュースエクスプレス

4月18日に明治記念館で行われた授賞式
（提供：産経新聞社）

ルーフガーデンのめだかの池

第25回地球環境大賞
（グランプリ）を初受賞

　2015年7月に全体開業した二子玉川ライズにおける生態系
保全などの環境と調和した街づくりが評価され、フジサンケイ
グループ主催の第25回地球環境大賞（グランプリ）を初めて受
賞しました。
　当社は、二子玉川駅前の市街地再開発事業「二子玉川ライ
ズ」において、再開発組合の組合員として参画し、世田谷区や、
東急不動産㈱をはじめとする他の地権者とともに、“水と緑と
光の豊かな自然環境と調和した街づくり”を進めてきました。
　商業・オフィス・公共施設・住宅を集積させ、高密度でコンパ
クトな複合機能都市を形成したことや、多摩川の原風景を再現
するなどの生態系の保全、建物におけるエネルギー資源利用の
高効率化などが総合的に評価されました。
　また、二子玉川駅から二子玉川ライズを経て、二子玉川公園、
多摩川河川敷まで一本の歩行者専用通路でつないでおり、安
全でストレスフリーな歩行者空間を提供しています。これは過
度に自動車に依存しない公共交通志向型開発の先進事例とも
いえる取り組みとなります。

　㈱東急百貨店は、3月31日に開業した「東急プラザ
銀座」内に、新業態となるファッションのセレクトスト
ア「HINKA RINKA」をオープンしました。
　ストア名称の「HINKA RINKA」には、「品格」を持ち

「凛」として生きる女性や、そういった生き方に憧れる
女性のためのストアでありたいという想いが込めら
れています。売場づくりのコンセプトは「キモチストア」。3階から5階までの3フロア
それぞれにテーマを設け、国内外からセレクトした旬＆高感度なアイテムでつくる
HINKA RINKA発信の自主編集売場や、日本初や銀座初などを含むコーナー・ショッ
プが融合した、多彩で柔軟な売場づくりを展開しています。
　銀座の新たなシンボルのひとつとなる、大人のためファッションセレクトストア

「HINKA RINKA」に、ぜひお越しください。

㈱東急百貨店の新業態「HINKA RINKA」
（ヒンカリンカ）をオープン

二子玉川ライズ 

　2015年11月に、二子玉
川ライズは世界的な環境認
証評価LEEDの「まちづく
り部門」で世界初のゴール
ド本認証を取得しました。
　LEEDとは、米国グリー
ンビルディング協会が所管
する環境性能評価指標のこ
とであり、エネルギー効率
にすぐれ、持続可能な建築
物を普及することを目的と
しています。
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　当社は2015年度を初年度とする中期経営計画の重点施策のひとつに「ワークスタイル・イノベー
ション」を掲げ、多様な人材が活躍できるダイバーシティマネジメントの推進に取り組んでいます。
　管理職層のマネジメント意識改革を目的とした「イクボスセミナー」及び若手女性社員と女性管理職
との交流会「かがやきwith」の開催、男性育休取得100％目標の公表などに取り組み「なでしこ銘柄」に
４年連続で選定されるとともに、「新・ダイバーシティ経営企業100選」にも選定されました。さらに、

「イクメン企業アワード2015」では運輸業界として初めて「特別奨励賞」を受賞しました。
　また、東急グループの存在理念「美しい生活環境を創造し、調和ある社会と、一人ひとりの幸せを追求
する。」をふまえ、その実現に欠くことのできない「健康」を追求する経営を推進するため、最高健康責任
者（CHO）の設置ならびに健康宣言を制定し、ストレスチェックリストをはじめとした従業員の心身の健
康管理や、「健康ステーション大岡山」など沿線のお客さまの健康づくりにも積極的に取り組んでい
ます。
　この取り組みが評価され、「健康経営銘柄」にも２年連続で選定されました。

「なでしこ銘柄」「新・ダイバーシティ経営企業100選」
「健康経営銘柄」に選定、「イクメン企業アワード」を受賞

株主さま特別イベントを
開催しました

　株主の皆さまに当社の事業
をより深くお伝えするために、
株主さま特別イベントとして、

「渋谷再開発の工事現場見学ツ
アー」を実施しました。
　渋谷再開発工事概要の説明
をした後、工事中の雨水貯留槽、
東口地下広場や百貨店解体の
様子をご見学いただきました。
　たくさんのご応募をいただき、
誠にありがとうございました。

二子玉川エクセルホテル東急　客室

　㈱東急ホテルズでは、昨年4月にブランド再編を行い、「東急ホテル」「エク
セルホテル東急」「東急REIホテル」の3ブランドで展開しています。インバウ
ンドなど海外マーケットが依然好調であり、特に渋谷の3ホテル（セルリアン
タワー東急ホテル、渋谷エクセルホテル東急、渋谷東急REIホテル）とザ・キャ
ピトルホテル東急の合計では半数以上が外国人のお客さまとなるなど、客室
部門を中心に好調に推移しました。
　また、昨年7月には、「二子玉川ライズ・タワーオ
フィス」に「二子玉川エクセルホテル東急」が開業
し、宴会場や本格レストラン・バーを備えた近隣地
域初の本格ホテルとして営業しています。

㈱東急ホテルズ
客室部門を中心に好調に推移

　昨年10月にハラルフードサービス㈱を設立し、
2016年度よりハラル対応冷凍和食を中心とし
た食品販売事業を開始いたします。
　ハラルフードとは、イスラム教の教義にのっ
とって調理された食事のことです。近年のムスリ
ム（イスラム教徒）の訪日客の増加により、多様化
するニーズに対応するため、ハラルフードサービ
ス㈱では、冷凍和食を中心としたハラル対応食品
を、ホテルや旅館、レストランなどに提供し、より
多くのムスリムの方々に日本の食文化を楽しんでいただき、日本が訪れ
やすい国となることに貢献していきます。

ハラルフードサービス㈱
を設立
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みなとみらい線

こどもの国線

東 急 線 ・ み な と み ら い 線

3

JR山手線

相鉄線

久
が
原

東急多摩川線

田園都市線
　賃貸住宅「スタイリオ」シリーズ
の「スタイリオ梶が谷」を２月に開
業しました。併設する店舗棟には自
立支援型デイサービスの「オハナ梶
が谷」を３月にオープンしました。

　東急ストアネットスーパーでご
注文いただいた商品を、駅に設置
された受け取り用冷蔵ロッカーで、
お客さまのご都合の良い時間に受
け取れるサービスを開始しました。

東横線　綱島

スタイリオ梶が谷、
オハナ梶が谷がオープン

ネットスーパー受け取り用
冷蔵ロッカーを駅構内に設置

田園都市線　梶が谷

　 エ ト モ 中 央 林 間 は、「RINKAN 
VILLAGE～中央林間の心地よいランド
マークへ～」をコンセプトとし、駅の利
用者や住民の方々に日常的にご利用い
ただける27店舗がオープンしました。

駅直結型商業施設
「エトモ中央林間」がオープン

田園都市線　中央林間

3

2

1
2

1
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世田谷線

路 線 案 内

　駅上に学童保育のキッズベース
キャンプとカルチャースクールの東
急セミナーBE一体型店舗がオープン
しました。小さなお子さまからシニア
の方まで、幅広くご利用いただけます。

中目黒駅高架下開発計画が
始動（2016年秋開業予定）
　中目黒駅高架下約700ｍに渡り店舗
や事務所など約40区画を設ける予定
です。個性あるさまざまな店舗が新し
い商店街をつくり、「中目黒らしい街の
楽しみ方」ができる空間が誕生します。

学童保育とカルチャースクール
一体型店舗がオープン

東横線　中目黒

池上線　雪が谷大塚

4

5

5

JR山手線

相鉄線

久
が
原

大井町線

池上線

東横線

目黒線

4

　1966年4月1日に田園都市線溝の
口駅から長津田駅間が開通。その後、
順次延伸を行い、1977年には、新玉
川線（現・田園都市線）渋谷駅～二子
玉川園駅（現・二子玉川駅）が開業、
1984年には中央林間駅まで延伸し、
全線が開通しました。

田園都市線開通50周年

P I C K  U P

※画像はイメージです
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20,217 20,92520,025

2014年度
（146期）

2015年度
（147期）

2013年度
（145期）

5,377
6,232

5,795

2014年度
（146期）

2015年度
（147期）

2013年度
（145期）

44.96 44.81

32.88

44.02
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

7.50
8.50

9.00
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

4.00

3.50

4.50

4.50
4.00

4.508.00

4.00

4.00

決算のポイント

営業収益（単位：億円）

総資産（単位：億円）

経常利益（単位：億円）

1株当たり当期純利益（単位：円）

営業利益（単位：億円）

純資産（単位：億円）

親会社株主に帰属する当期純利益（単位：億円）

1株当たり配当金（単位：円）

10,830 10,670 10,914
11,392
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

621
754715

770
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

626
700666

733
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

564 552

410

540
（予想）

2013年度
（145期）

2015年度
（147期）

2016年度
（148期）

2014年度
（146期）

親会社株主に帰属する当期純利益は、固定資産売却益が増加し
たことなどにより、552億円（前年同期比34.6％増）。

純資産は、自己株式の取得などがあったものの、親会社株主
に帰属する当期純利益の計上などにより、6,232億円（前期
末比437億円増）。

連結決算ハイライト

二子玉川ライズ２期の開業効果によって、交通事業や不動産賃
貸業が好調に推移したことなどにより、営業収益は１兆914億
円（前年同期比2.3％増）、営業利益は754億円（同5.5％増）、経
常利益は700億円（同5.1％増）。

総資産は、二子玉川ライズ２期の開業や、㈱東急レクリエー
ションの連結子会社化による有形固定資産の増加などにより、
２兆925億円（前期末比900億円増）。

※金額は単位未満切捨

■■■中間　■■■期末
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セグメント情報

主な関連会社  ●東急不動産ホールディングス㈱ ●東急不動産㈱ ●㈱東急コミュニティー  ●東急リバブル㈱ ●東急建設㈱ ●世紀東急工業㈱　

交通事業 当社鉄軌道業において、消費税増税に
伴う前倒し購入の反動減の影響がなく
なったことや、二子玉川ライズ２期の
開業効果などにより、営業収益、営業
利益ともに前年同期比で増加。

主な会社：東京急行電鉄㈱、伊豆急行㈱、
上田電鉄㈱、東急バス㈱、㈱じょうてつ

2,005億円
前年同期比
1.6％増

営業収益

292億円
前年同期比
22.5％増

営業利益

不動産事業
主な会社：東京急行電鉄㈱、
東急ファシリティサービス㈱、
東急ジオックス㈱

当社不動産賃貸業において、二子玉川ライ
ズ２期の開業に伴う賃貸収入の増加が
あったことなどにより、営業収益は前年同
期比で増加。当社不動産販売業における
前年度の大型集合住宅（マンション）販売
の反動減などにより、営業利益は前年同期
比で減少。

1,990億円
前年同期比
1.4％増

営業収益

280億円
前年同期比
13.0％減

営業利益

生活サービス事業
主な会社：㈱東急百貨店、㈱ながの東急百貨店、
㈱東急ストア、㈱東急モールズデベロップメント、
イッツ・コミュニケーションズ㈱、東急カード㈱、
東急セキュリティ㈱、㈱キッズベースキャンプ、
㈱東急エージェンシー、㈱東急レクリエーション

㈱東急ストアにおいて、既存店売上が
好調に推移したことや、広告業の㈱東
急エージェンシーにおいてテレビ広告・
セールスプロモーション等の受注増加
があったことなどにより、営業収益、営
業利益ともに前年同期比で増加。

6,441億円
前年同期比
2.2％増

営業収益

134億円
前年同期比
12.8％増

営業利益

ホテル・リゾート事業
主な会社：㈱東急ホテルズ、
マウナ ラニ リゾート（オペレーション）㈱、
㈱スリーハンドレッドクラブ

㈱東急ホテルズにおいて、高稼働を維持
したことに加え、販売単価も増加したこと
などにより、営業収益、営業利益ともに前
年同期比で増加。

1,038億円
前年同期比
8.1％増

営業収益

44億円
前年同期比
40.6％増

営業利益

セグメント情報

※中期3か年経営計画の実施に伴い、2015年度より事業セグメントを変更しております。上記に記載の各情報は変更後のセグメントを反映しております。

営業収益（単位:億円） 営業利益（単位:億円）

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

1,975 2,005

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

238
292

営業収益（単位:億円） 営業利益（単位:億円）

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

1,962 1,990

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

322 280

営業収益（単位:億円） 営業利益（単位:億円）

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

6,304 6,441

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

119 134

営業収益（単位:億円） 営業利益（単位:億円）

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

960 1,038

2015年度
（147期）

2014年度
（146期）

31
44

12

010_0459701302806.indd   12 2016/06/15   14:06:30



株主優待のご案内

1,000株以上ご所有の株主の皆さまには、ご所有株式数に応じ、東急線または東急バスにご乗車いただける
株主優待乗車証や、東急グループ各施設でお買い物・ご宿泊等にご利用いただける株主ご優待券をお送りしております。

お買い物
10％割引券 10枚

共通ご招待券 4枚

東急百貨店

Bunkamura 
ザ・ミュージアム
五島美術館

お買い物
50円割引券 40枚

人間ドック
基本料金
10%割引券 1枚

東急ストア

東急病院

宿泊基本料金
30％割引券 8枚
ご飲食代
10％割引券 4枚

東急ホテルズ

株主ご優待券 株主優待乗車証
ご所有株式数 株主優待乗車証発行枚数

1,000株以上

3,000株未満

電車・東急バス
全線きっぷ

5枚

3,000株以上

5,000株未満
10枚 電車・東急バス

全線きっぷ

5枚追加5,000株以上

10,000株未満
20枚

10,000株以上

19,000株未満
40枚

電車・東急バス
全線きっぷ

10枚追加

19,000株以上

24,000株未満
80枚

24,000株以上

28,000株未満
10枚 電車全線パス

1枚28,000株以上

57,000株未満
30枚

57,000株以上 30枚
電車・東急バス
全線パス

1枚

さらに
3年以上
継続保有
すると

家族※1と合算して57,000株以上となる申請をする
と、登録株主※２に57,000株相当のご優待を発行
いたします。
※１ 家族とは、登録株主の2親等以内を対象とします。
※２ 登録株主とは、24,000株以上をご所有の方を対象とします。

24,000株
きっぷ10枚

電車全線パス1枚

24,000株
きっぷ10枚

電車全線パス1枚

きっぷ10枚
電車全線パス1枚

きっぷ30枚
電車・東急バス
全線パス1枚 きっぷ40枚

1,000株

きっぷ5枚

10,000株24,000株

合計58,000株

24,000株

例えば…

登録前
ご優待

登録後
ご優待

父 母 子

　買い増し

登録株主（父）に57,000株相当のご優待！
詳しくはホームページをご覧ください。

発行基準日 3月31日 9月30日

発送時期 5月中旬 11月中旬

有効期限 11月30日まで 翌年5月31日まで

ご優待の発送時期および有効期限
当社の株主名簿に、同一株主番号で、当該基準日を含む直近7回の基準日（3月31日、9月30日）に継続して記載された株主さまに対し、その7回の基準日に保有していた最
少株式数に応じて追加発行いたします。
●相続、株主名簿からの除籍等により株主番号が変更になった場合は、その直後の基準日から起算いたします。
●株式交換等により当社株主となった場合は、その直後の基準日から起算いたします。株式交換等以前の時期との通算はいたしません。
●株主名簿への記載が同一の方であり、何らかの事情により株主番号が変更になっている場合には、お申し出いただき、かつ当社において、その確認がとれる場合に限り、

お申し出いただいた日の直前の基準日より同一の株主番号であったものとして取り扱います。
●その他の事項は、当社の定める基準によります。

継続保有の条件について
●株主ご優待券のご利用に際しては、株主ご優待券冊子の各施設ご利用のご案内をご覧ください。　●電車・東急バス全線きっぷのご利用に際しては、株主ご優待券冊子のご案内をご覧ください。
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会社・株式情報（2016年3月31日現在）

発行済株式の総数

1,249,739
千株

金融機関 
591,669千株

（47.34%）

自己株式 
15,218千株

（1.22%）

その他国内法人 
40,860千株

（3.27%）

証券会社 
13,279千株

（1.06%）

外国人 
248,390千株

（19.88%）

個人・その他  
340,295千株

（27.23%）

政府・地方公共団体 
25千株

（0.00%）

所有者別株式分布

事業年度 4月1日から翌年の3月31日まで

期末配当金支払基準日 3月31日

中間配当金支払基準日 9月30日

株主名簿管理人 三井住友信託銀行株式会社

株 主 メ モ

電話 0120-782-031
　　 （フリーダイヤル・平日9：00〜17：00）
http://www.smtb.jp/personal/agency/

取次事務は三井住友信託銀行株式会社の全国本支店で行っています。

株価と株式売買高の推移
■ 株価（終値平均） ■ 株式売買高

0

30,000
15,000

45,000
60,000
75,000

150,000

120,000
135,000

90,000
105,000

0

株価（円）

400

200
100

300

500

700
600

1,000
900
800

株式売買高（千株）

4月
2015年

5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月
2016年

2月 3月

785 789 830 877 910 863 950 976 942 897 933 939

会社概要

商号 東京急行電鉄株式会社
（英文名） （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
事 業 内 容 鉄軌道事業・不動産事業

株式の状況

株主名 所有株式数
（千株）

持株比率
（%）

第一生命保険株式会社 77,475 6.20 
三井住友信託銀行株式会社 54,573 4.37 
日本生命保険相互会社 52,285 4.18 
日本トラスティ・サービス信託銀行
株式会社（信託口） 47,701 3.82 

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口） 46,749 3.74 

株式会社三菱東京UFJ銀行 21,477 1.72 
三菱UFJ信託銀行株式会社 21,188 1.70 
株式会社みずほ銀行 20,236 1.62 
太陽生命保険株式会社 17,133 1.37 
ステート ストリート バンク ウエスト 
クライアント トリーティー 505234 16,866 1.35 

※発行済株式総数（自己株式を含む）に対する割合を表示しており
　ます。

大株主 （上位10名）

■ 資本金 ……………… 　121,724,981,774 円

■ 発行可能株式総数 ……………………  18 億株

■ 発行済株式総数 ………… 1,249,739,752 株

■ 株主数 ……………………………… 80,005 名

連絡先
〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

代表取締役社⻑ 社⻑執行役員 野本　弘文
代 表 取 締 役 副社⻑執行役員 今村　俊夫
取 締 役 専務執行役員 巴　　政雄
取 締 役 専務執行役員 渡邊　　功
取 締 役 専務執行役員 髙橋　和夫
取 締 役 常務執行役員 星野　俊幸
取 締 役 相 談 役 越村　敏昭
取 締 役 技 師 ⻑

執 行 役 員 城石　文明
取 締 役 執 行 役 員 木原　恒雄
取 締 役 執 行 役 員 濵名　　節
取 締 役 執 行 役 員 市来　利之
取 締 役 執 行 役 員 藤原　裕久
取 締 役 執 行 役 員 堀江　正博
取 締 役 根津　嘉澄
取 締 役 小⻑　啓一
取 締 役 金指　　潔
取 締 役 蟹瀬　令子
常 勤 監 査 役 ⻑田忠千代
常 勤 監 査 役 秋元　直久
監 査 役 岡本　圀衞
監 査 役 斎藤　勝利
監 査 役 石原　邦夫

役員一覧 （2016年6月29日現在）

14

010_0459701302806.indd   14 2016/06/15   14:06:30



東京急行電鉄株式会社　社長室 総務部
〒150-8511 東京都渋谷区南平台町5番6号
TEL（03）3477-6228 （月〜金 9:30〜12:30／13:30〜17:00）

お問い合わせ

環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

見やすく読みまちがえにくいユニバーサル
デザインフォントを採用しています。 2016年6月

東急グループ
お客さまご案内窓口 東急お客さまセンター
営 業 時 間 月～金 8:00～19:00 土日祝 9:30～17:30

※年末年始などを除きます。
電 話 番 号 03-3477-0109

当社の決算情報をはじめ、株主優待の発送日や株式事務の
ご案内などは、当社IRサイトでも詳しくご案内しております。
http://www.tokyu.co.jp/ir/investors.html

 東急 IR 検索

株主優待乗車証

今後のIRスケジュール
（2016年6月時点の予定です。）

2016年 12月上旬
●中間配当金関係書類、
　第148期中間ビジネスレポート ご送付

2016年 8月上旬
●2017年3月期  第1四半期 決算発表

2016年 9月30日
●株主確定日  （基準日）

2016年 11月中旬
●2017年3月期  第2四半期 決算発表
●株主ご優待券、株主優待乗車証ご送付
   （1,000株以上の方が対象です。）
   ※発送日は、決定後に当社IRサイトでご案内いたします。

7月

6月

1月

8月

9月

10月

11月

12月

2016年 

2017年 

株主ご優待券
■ 開 催 概 要
開 催 日 時 2016年8月18日（木） 10：30～12：30 ※貸切にて開催
募 集 人 員 20組40名（株主さまご本人1名＋同伴者1名）
応 募 締 切 2016年7月19日（火）（はがきの場合は同日消印有効）
当選者への
ご 案 内

当選通知の発送をもって代えさせていただきます。
（7月下旬にお知らせいたします。）

抽選で20組、40名の株主さまを
電車とバスの博物館見学ツアーにご招待！

イベント参加申し込み方法

■ 送付先
〒225 - 0003　
横浜市青葉区新石川2-5-5 東京急行電鉄株式会社
セラン事務局　株主さま特別イベント受付係
■ お問い合わせ先
総務部 文書株式課 株主さま特別イベント事務局
電話：03-3477-6228

http://www.tokyu.co.jp/kabunushievent/
index.html
当社ホームページのトップページからは以下のように
アクセスいただけます。
東急電鉄HOME＞企業情報＞株主・投資家情報
＞株主の皆さまへ

ご注意
・お申し込みは、お一人さまにつき一回限りです。
・同伴者は株主の方でなくても結構です。
・参加費は無料ですが、現地までの往復交通費はご負担いただきます。
・応募多数の場合は抽選となりますので、あらかじめご了承ください。
・ご応募に際していただいた情報は、本イベントに関して必要な範

囲でのみ利用いたします。

株主さま特別イベントのご案内

❶ 株主さま氏名、性別、年齢、郵便番号、住所、
電話番号、株主番号

❷ 同伴者の氏名、性別、年齢、株主さまとの
ご関係

夏休み特別企画

　当社では、株主のみなさまに当社の“事業”、“経営”をより深くお伝え
するため、株主さま特別イベントを開催いたします。
　2月にリニューアルオープンした「電車とバスの博物館」の見学ツアー
にご招待いたします。ぜひご応募ください。

はがきに以下の事項を
すべてご記入のうえ
ご応募ください。

下記URLより
ご応募ください。はがき WEB

サイト
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