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■前回振り返り

○まず前回経営計画の振り返りですが、営業利益・東急EBITDAともに、
計画値をクリアし、全体的な数値計画は全て達成しています。

○主な要因としては、鉄道ネットワーク化や二子玉川ライズの全面開業に
よる効果、そして訪日外国人客の増加によるホテル業の好調さ、
が挙げられます。

○数値面以外でも、前回計画でお約束した新規事業については、
国監理空港としては民営化１号案件の仙台空港の運営開始や、
電力小売事業の開始、社内起業家育成制度による新規事業の創出など、
順調に展開できており、定量・定性面ともに十分達成できたと考えています。



■本経営計画の位置づけ

○今回の経営計画は、私（野本）が社長就任以来、髙橋専務と作ってきた
経営計画の３期目にあたり、ホップ・ステップ・ジャンプの「ジャンプ」に
あたる、ひとつの集大成と言える計画です。

○本経営計画の３年間は、
渋谷ストリーム、渋谷スクランブルスクエア東棟、南町田などの、
大型開発プロジェクトを着実に推進しつつ、次の１００年に向けた基盤を
作りながら、 「新たな付加価値」を創造し続ける東急グループへと進化を
遂げる期間だと考えています。
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■長期ビジョン、長期経営戦略

○スライドは、今回の中期経営計画と、長期ビジョン・長期経営戦略との
関係性を示しています。

○ご案内の通り、当社は、創立１００周年の２０２２年にありたい姿として、
「３つの日本一、１つの東急」を長期ビジョンとして策定していますが、
今回の中期経営計画もそれを踏襲するものです。
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■当社グループを取り巻く事業環境

○次に、当社を取り巻く事業環境です。
○当社連結利益の大半を生み出す東急線沿線は、
従前では、２０２０年に人口のピークを迎えるという予測でしたが、
最新のデータでは、２０３５年まで人口増加が続くという予測が立っています。
これは、渋谷・二子玉川・たまプラーザなど、当社の街づくりの成果とも
言えるかと思います。

○一方、多くのエリアで、高齢化の進行と生産年齢人口の減少も見られます。
今後、少子高齢化が一層進むことを考えると、
沿線住民の流動性をいかに活性化するかが課題です。
また長期的視点から、海外含む沿線外での収益源確保も一層重要に
なります。

○また外部環境としては、深刻な人手不足、テクノロジーの急速な進展、
ＥＣ隆盛による消費行動の変化など、当社を取り巻く事業環境は、
かつてないほどのスピードとスケールで、大きく変わっています。

○こうした激しい世の中の変化に対応するため、
持続的な成長を続ける企業でありたいという想いを込め、
本経営計画のスローガンを、次のように策定しました。
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■本経営計画の基本方針

○本経営計画のスローガンは、
“Make the Sustainable Growth”、「持続可能な成長をめざして」です。

○この”Make the Sustainable Growth“は、３つのサステナブルから
成り立っています。
１つめは、サステナブルな「街づくり」、
２つめは、サステナブルな「企業づくり」、
そして３つめは、サステナブルな「人づくり」です。

○３つのサステナブルを実現するための重点施策は、
鉄道事業の強靭化に向けた、「安全」「安心」「快適性」のたゆまぬ追求
１００年に１度の渋谷再開発に向けた、世界のSHIBUYAへ
持続的に成長し続ける沿線に向けた、沿線価値・生活価値の螺旋的向上
安定的な国内外の拠点強化に向けた、戦略的アライアンスによる事業拡大
東急版「働き方改革」に向けた、ワークスタイル・イノベーションの進化

の５点です。
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■基本方針

○東急グループの源流は、大正時代の田園調布や洗足での宅地開発に
ありますが、その田園都市株式会社の設立から、今年はちょうど
１００周年にあたります。

○宅地開発とあわせて、当社の前身である目黒蒲田電鉄を敷設したように、
鉄道と開発を中心とした、長期的な視点に立った街づくりは、
今も当社に脈々と息づいています。創業以来、当社の経営には、
常に「サステナブル」という視点が存在しました。

○ただし、事業環境が激変する現在、今後も成長を続けていくためには、
時代の変化に適応していかねばなりません。本経営計画では、
サステナブルな「街づくり」、「企業づくり」、「人づくり」の３つの視点から、
次の５０年、１００年に向かってどうあるべきかを、対外・対内的な視点で
整理しています。
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■数値目標

○次に、本経営計画の数値目標を発表します。

○本経営計画はホップ・ステップ・ジャンプの「ジャンプ」にあたる、
総仕上げの期間であり、大型開発を着実に推進しつつ、
次の１００年に向けた基盤を作っていく期間です。

○ご覧の通り、営業利益については、
大型開発が収益貢献を始める２０２０年度には、前回の目標を
７０億円上回る９７０億円を、創業１００周年の２０２２年度には、
同じく１００億円上回る１，１００億円を達成するなど、
まさにジャンプにふさわしい数値目標を掲げています。

○参考指標であるＲＯＥも、２０２０年度からは８％以上を確保できる
予定です。
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■投資計画

○つづいて、投資計画です。

○この３カ年の設備投資額は、合計５，２００億円。
成長投資と既存投資に２，６００億円ずつ配分します。
成長投資の内訳は、渋谷再開発に１，２００億円、沿線開発に８００億円、
戦略案件に６００億円です。
既存投資は、全体の６割強にあたる１，６００億円を鉄軌道に回し、
安全投資には、前回計画から２割増の９６０億円を使うなど、
安定輸送・快適性向上に万全を尽くします。
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■キャッシュ・フロー

○先ほどご説明した投資を中心として、
キャッシュアウトは３年間合計で５，７５０億円となりますので、
有利子負債も活用しながら持続的成長を果たしていきます。

14



15

■株主還元の考え方

○渋谷・南町田の大型開発プロジェクトの開業を間近に控え、
従来から重視してきた安定的配当の継続に加え、
さらなる株主還元の充実に取り組むため、
中長期的に総還元性向30%を目指すことといたしました。

○具体的には渋谷・南町田等の大規模成長投資が
一段落したタイミングでの実現を考えております。
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■鉄道安定輸送

○ここから重点施策をご説明します。

○まず重点施策①、鉄道事業をはじめとする、
「安全」「安心」「快適」のたゆまぬ追求 です。

○鉄道事業に関しては、まず、喫緊の課題である安定輸送の実現のために、
施設や車両などの整備だけではなく、未然防止・早期復旧、 お客さま
ご案内強化などの取り組みも着実に推進していきます。
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■ホームドア設置

○一方、ホーム上での接触・転落といった人身障害も、
安定輸送の大きな障害です

○当社では、他社に先駆けて、ホームドアおよびセンサー付き固定柵の
設置を進めており、世田谷線とこどもの国線を除く全駅の８４％で
設置済・着手済となっております。

○残る１６％も対応中であり、２０１９年度には整備率１００％となる予定です。

○下のグラフをご覧頂けるとお分かりの通り、ホームドア設置の増加により、
この３年間で人身障害件数は、３分の１にまで減少しました。
ホームドア等の安全対策が終わる２０１９年度には、人身障害件数は
ゼロに近づき、安定輸送に大きく寄与できるものと考えております。

18



■混雑緩和

○田園都市線を中心とした、さらなる遅延・混雑の低減・解消についても、
ハード・ソフト両面から引き続き取り組んでいきます。

○また、お客さまのニーズを踏まえて、
新たに大井町線で、平日夜に「着席サービス列車」を運行します。
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■鉄道ネットワーク拡充等

○これまでご説明してきた「安全・安心」「安定輸送」を前提としながらも、
より多くのお客様にご利用いただけるよう、
駅の快適性向上、鉄道ネットワーク拡充、交通結節点機能強化により、
快適で便利な鉄道を実現していきます。
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■広域渋谷圏

○次に、重点施策②、世界のＳＨＩＢＵＹＡへ、についてご説明します。
○東急グループの本拠地である渋谷駅周辺では、
「エンタテイメントシティSHIBUYA」の実現に向け、再開発事業を進めて
おり、今後５年以内に、東急不動産の物件もあわせて６物件が開業
します。

○プロジェクトが完了する２０２７年度までに、
当社と東急不動産が作り出す総延床面積は７９万㎡、
まさに「１００年に一度」と呼ぶにふさわしい規模であり、
同時に、交通、建設、商業、ホテル、物件管理など幅広いグループ
企業が参画する、東急グループの総力をあげた一大事業です。

○一方、渋谷は、原宿や青山といった魅力あふれる周辺街と、ＮＨＫ、
新国立競技場、東京大学などの文化・学術機関に囲まれています。
この恵まれた環境と地域資源を活かし、人材と事業交流を一層活発化
させ、新しいビジネスや文化を、世界に発信し続けるSHIBUYAにする
ことが、駅前開発の完了後も、渋谷がサステナブルな成長を続ける上で
不可欠です。
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■渋谷駅周辺の開業物件

○さて駅前開発では、当社はこの３カ年で、３物件を開業させます。

○今年秋には、東横線渋谷駅跡地に、グーグル社が本社を構える
「渋谷ストリーム」と、渋谷～代官山間の東横線線路跡地に
「渋谷代官山Rプロジェクト」が開業します。
両物件を結ぶ６００ｍの渋谷川も、施設開業にあわせて清流が復活し、
来街者の方々にとっての快適性や回遊性が向上します。

○２０１９年度には、高さ２３０ｍの渋谷スクランブルスクエア東棟が完成、
渋谷最大級のオフィスや産学連携施設、大規模商業施設から成る、
ビジネスや文化の、世界への発信拠点にするほか、屋上には東京が
一望できる大型展望施設を設けるなど、渋谷の新しいシンボルタワー
になります。

※渋谷代官山Ｒプロジェクトは、２０１８年５月正式名称を「渋谷ブリッジ」と決定
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■エリアブランディング

○またハード整備とあわせて、ソフト施策にも積極的に取り組んでいます。

○世界の中で、渋谷（SHIBUYA）の街のブランド力をさらに高めるには、
３つの仕掛けが必要です。
街全体のイノベーションや人的交流を促進させる「交流・創発」、
クリエイティブ産業の集積を加速させる、核となる「企業の誘致」、
スクランブル交差点での年末カウントダウンなど、魅力的な街イベントの
「世界発信」、これらを同時に進めることで、互いの相乗効果を出して
いくことが、世界のSHIBUYAとしてのエリアブランディングにつながると
考えています。
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■沿線価値・生活価値の螺旋的向上

○続いて、重点施策③、沿線価値・生活価値の螺旋的向上、です。

○これまで当社は、交通・不動産・生活サービスの各事業を有機的に繋げ、
時代の変化に合わせて、進化させ続けることで、
当社の事業拠点としての「沿線価値」と、
沿線にお住まいの方の「生活価値」を、螺旋的に向上させてきました。
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■５つの重点エリア

○まず、沿線価値向上について、
今回の計画では、５つの「重点エリア」を指定し、
各エリア内に、「職・住・遊」が揃う拠点を整備していきます。
都心通勤が難しい方でも、サテライトオフィスの設置等により、
新たな就労機会が生まれます。また通勤時間が減ることで、
オフの時間が確保でき、ワークライフバランスの取れた生活が送れる、
沿線価値、生活価値、双方に恵まれたエリアになると考えます。
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■主な開発計画

○本計画における、主な開発計画をお示しします。
たまプラーザ、南町田、中央林間、祐天寺など、沿線の各駅を中心に、
多くの開発を進めていくことがお分かり頂けると思います。

○これらの拠点開発は、
鉄道事業の安心安全、快適性向上と歩調に合わせて、進めていきます。
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■南町田グランベリーパーク

○重点エリアにおける、代表的な開発計画をご説明します。
２０１９年秋に開業する、「南町田グランベリーパーク」です。
町田市と協働し、隣接する鶴間公園と一体整備されるこの施設は、
５万３千㎡もの商業施設、図書館や美術館等の文化施設、住宅、
広場からなり、総開発面積は約２０万㎡と、二子玉川再開発の
約１．２倍にあたり、沿線でも最大規模の開発です。

○南町田駅に直結するほか、車でのアクセスも良好なことから、
駅、商業、公園が融合し、時間消費とエンターテイメントの要素を
兼ね備えた、二子玉川に続く、沿線の新しい拠点になるものと
期待しています。
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■生活サービス事業のコンセプト

○生活サービス事業が果たす役割のイメージはスライド記載の通りです。

28



■リテール再構築

○リテール事業については、消費行動の変化や多様化を受け、
駅周辺の物件が多いという、立地の強みを活かしながら、
施設や運営面での統合による業務効率化や、
施設毎のブランディング強化、新規形態での出店など、
事業収益と利益率向上に向けた施策を鋭意展開しています。
利益率は着実に向上していますが、目標水準にはまだ至っておりま
せん。
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■リテール再構築

○世の中一般的に、リテール事業を取り巻く環境は厳しさを増していますが、
今後も、グループでのＥＣ強化など時代の変化に合わせた施策を通じて、
事業の体質強化に地道に取り組んでまいります。
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■ＩＣＴ・メディア事業

○ＩＣＴ・メディア事業では、日本の「暮らしのIoT」市場の拡大に合わせて、
インテリジェントホームやスマートセキュリティなど,
様々なサービスを提供し、生活価値の向上を追求していきます。

31



■戦略的アライアンスによる事業拡大

○続いて重点施策④、戦略的アライアンスによる事業拡大、です。

○東急線沿線の街づくりで得た、当社のノウハウを活かして、
国内外での事業機会を獲得し、各拠点を強化してまいりますが、
すべてを自社やグループ内で完結させるのではなく、案件に応じて、
グループ外の様々なパートナーと戦略的に提携していくことが、
サステナブルな事業拡大につながるものと考えています。
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■交流人口の取り組み

○最適なパートナーと協働しながら、
東急ホテルズの店舗や空港運営事業を拡大することで、
拠点を形成するとともに、観光振興等の取り組みを通じて、
その拠点を強化していきます。

○空港運営事業については、 国監理空港としては民営化１号案件である、
仙台空港の運営を、２０１６年７月から行っていますが、
LCCなど航空ネットワークの拡充や、空港内施設や二次交通の充実に
より、利用客数は順調に伸びています。

○今後も他の空港案件については、
戦略的パートナーとともに、積極的に参画機会を探っていく予定です。
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■ホテル新規出店

○この３カ年では東急ホテルズの新店開業が相次ぎます。
２０１８年度は、舞浜、川崎、渋谷ストリーム、
２０１９年度は大阪御堂筋、２０２０年度は横浜と、
現時点で確定しているだけでも多数の店舗が開業します。

○また、富士山観光の拠点である三島駅前でも、 ホテルと商業施設から
なる「三島駅南口再開発」計画を、２０２０年度の開業めざして鋭意
進めております。
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■海外展開

○一方、国外での拠点強化については、現地の合弁企業とともに、
ベトナム・タイ・オーストラリアでの都市開発事業などを進めています。

○ベトナム・ビンズン省での開発事業では、約４００戸のマンションが完売
したほか、新規物件であるホーチミンや、バンコクでの分譲住宅も、
販売開始から間もなく、大部分が完売するなど、事業は着実に進んで
おります。

○今後も、発展著しい東南アジア諸国の成長に貢献できるよう、
事業機会を窺っていきます。

35



■新ビジネス分野

○さらに、将来の人手不足や、ライフスタイルやワークスタイルの変化を
見据え、これまで培ってきたインフラ事業や生活サービス事業等の
ノウハウと、新しいテクノロジーを活用した、さまざまな新規事業の検討を、
グループ内外の幅広い企業と協業して、積極的に進めてまいります。

○また東急アクセラレートプログラムをはじめとするオープンイノベーション
と、社内起業家育成制度などのクローズドイノベーションを両輪で
進めることで、イノベーティブな風土を企業内に定着させたいと
考えています。
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■ワークスタイル・イノベーション

○重点施策⑤、ワークスタイル・イノベーションの進化 です。

○サテライトオフィス活用によるテレワークや、様々な時間休制度により、
従業員の働く「時間」と「場所」を柔軟にすることで、
育児や介護を抱えながら働き続けられる環境を整えているほか、
当社初となる事業所内保育園「緑が丘エキナカ保育園」の設置や、
東急病院と連携した健康増進への全社的取り組みなどが評価され、
おかげさまで、４年連続の健康経営銘柄と、６年連続のなでしこ銘柄を
頂いております。
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■社会貢献活動

○最後に、東急グループの財団活動に触れさせて頂きます。

○創業者である五島慶太以来、企業の重要な使命として、
教育、文化、環境面での社会貢献活動を、長年にわたり
幅広く展開してきました。

○鉄道事業や拠点開発といった、目に見える地域貢献に加え、
東急のＤＮＡとして、これらの社会貢献活動を今後も継続することで、
サステナブルな社会作りに、少しでも貢献していきたいと考えています。
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