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１１１１....当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル当社ビジネスモデル

１１１１

リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、リース建築事業（賃貸建物経営）におけるトータルサポートシステムが、

顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。顧客（特に施主様）を満足させ、会社の安定成長に寄与します。

設計・施工設計・施工設計・施工設計・施工

建設事業（フロー）建設事業（フロー）建設事業（フロー）建設事業（フロー） 不動産賃貸事業（ストック）不動産賃貸事業（ストック）不動産賃貸事業（ストック）不動産賃貸事業（ストック）

リース建築事業（賃貸用建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸用建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸用建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負リース建築事業（賃貸用建物経営）にかかわるすべての業務を一括して請負

ハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システムハッピー・オーナーズ・システム

（サブリース経営代行システム）（サブリース経営代行システム）（サブリース経営代行システム）（サブリース経営代行システム）

仲介管理仲介管理仲介管理仲介管理

経営計画 建築設計 施工 仲介・管理 メンテナンス・経営代行

【 グループ会社との関係 】

営営営営 業業業業

■■■■建設資金の一部融資建設資金の一部融資建設資金の一部融資建設資金の一部融資 ■■■■建築資材・ステンレス製品の提供建築資材・ステンレス製品の提供建築資材・ステンレス製品の提供建築資材・ステンレス製品の提供 ■■■■物件の管理物件の管理物件の管理物件の管理

■■■■生・損保商品の販売生・損保商品の販売生・損保商品の販売生・損保商品の販売 ■■■■サブリース事業サブリース事業サブリース事業サブリース事業

事業プランニング



㈱㈱㈱㈱東通トラベル東通トラベル東通トラベル東通トラベル

資本金：資本金：資本金：資本金：30303030百万円百万円百万円百万円

旅行代理店旅行代理店旅行代理店旅行代理店

東建東建東建東建リースファンド㈱リースファンド㈱リースファンド㈱リースファンド㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：250250250250百万円百万円百万円百万円

建設資金融資建設資金融資建設資金融資建設資金融資、、、、生生生生････損保代理店損保代理店損保代理店損保代理店

東建東建東建東建多度カントリー㈱多度カントリー㈱多度カントリー㈱多度カントリー㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：50505050百万円百万円百万円百万円

ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場、、、、ホテル運営ホテル運営ホテル運営ホテル運営

旅行及び旅行及び旅行及び旅行及び

関連商品の提供関連商品の提供関連商品の提供関連商品の提供

ＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づくＰＲ計画に基づく

企画企画企画企画････製作依頼製作依頼製作依頼製作依頼

広告広告広告広告・・・・宣伝の提供宣伝の提供宣伝の提供宣伝の提供

施主施主施主施主・・・・

入居者紹介入居者紹介入居者紹介入居者紹介

ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場ゴルフ場、、、、ホテルホテルホテルホテル

施設賃貸施設賃貸施設賃貸施設賃貸東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱東建コーポレーション㈱

（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）（企画、設計、施工、仲介、管理）

㈱㈱㈱㈱東通エィジェンシー東通エィジェンシー東通エィジェンシー東通エィジェンシー

資本金：資本金：資本金：資本金：20202020百万円百万円百万円百万円

総合広告代理店総合広告代理店総合広告代理店総合広告代理店

東建東建東建東建ﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝﾘｿﾞｰﾄ･ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱㈱㈱㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：100100100100百万円百万円百万円百万円

リゾート事業リゾート事業リゾート事業リゾート事業

㈲㈲㈲㈲東建大津通Ａ東建大津通Ａ東建大津通Ａ東建大津通Ａ、、、、ＢＢＢＢ

資本金：資本金：資本金：資本金：3333百万円百万円百万円百万円

不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業㈲㈲㈲㈲東通千種タワー東通千種タワー東通千種タワー東通千種タワー

資本金：資本金：資本金：資本金：3333百万円百万円百万円百万円

不動産事業不動産事業不動産事業不動産事業

東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱東建ビル管理㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：498498498498百万円百万円百万円百万円

サブリース事業サブリース事業サブリース事業サブリース事業

物件の管理物件の管理物件の管理物件の管理

サブリース委託サブリース委託サブリース委託サブリース委託

出資出資出資出資

出資出資出資出資

出資出資出資出資

＝建設事業＝建設事業＝建設事業＝建設事業 ＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業＝不動産賃貸事業 ＝その他の事業＝その他の事業＝その他の事業＝その他の事業

建設資材の建設資材の建設資材の建設資材の

提供提供提供提供

上海上海上海上海東販国際貿易有限公司東販国際貿易有限公司東販国際貿易有限公司東販国際貿易有限公司

資本金：資本金：資本金：資本金：23232323百万円百万円百万円百万円

建材製品建材製品建材製品建材製品・・・・日用雑貨等の提供日用雑貨等の提供日用雑貨等の提供日用雑貨等の提供

建設資材の建設資材の建設資材の建設資材の

提供提供提供提供

２２２２....連結グループ会社の概況連結グループ会社の概況連結グループ会社の概況連結グループ会社の概況

２２２２

ナスラック㈱ナスラック㈱ナスラック㈱ナスラック㈱

資本金：資本金：資本金：資本金：90909090百万円百万円百万円百万円

国内外建材の調達国内外建材の調達国内外建材の調達国内外建材の調達

鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨、、、、木製建具の加工木製建具の加工木製建具の加工木製建具の加工・・・・製造製造製造製造

システムキッチンシステムキッチンシステムキッチンシステムキッチン、、、、

ステンレス流し台ステンレス流し台ステンレス流し台ステンレス流し台、、、、

洗面化粧台等の製造洗面化粧台等の製造洗面化粧台等の製造洗面化粧台等の製造・・・・ 販売販売販売販売
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１１１１.15.15.15.15年年年年４４４４月期月期月期月期 ～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～

（決算資料P1・7 ）

0 .00 .00 .00 .0

1 ,000 .01 ,000 .01 ,000 .01 ,000 .0

2 ,000 .02 ,000 .02 ,000 .02 ,000 .0

3 ,000 .03 ,000 .03 ,000 .03 ,000 .0

13/4期 13/4期 13/4期 13/4期 14/4期 14/4期 14/4期 14/4期 15/4期 15/4期 15/4期 15/4期 

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高

４４４４

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

0000

30303030

60606060

90909090

120120120120

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

0000

30303030

60606060

90909090

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

0000

30303030

60606060

90909090

120120120120

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

2,653.42,653.42,653.42,653.4

(+ 4.8(+ 4.8(+ 4.8(+ 4.8％）％）％）％） 94.494.494.494.4

（（（（+ 4.1+ 4.1+ 4.1+ 4.1％）％）％）％）

102.7102.7102.7102.7

（（（（+ 7.7+ 7.7+ 7.7+ 7.7％）％）％）％）

62.162.162.162.1

（（（（+ 18.1+ 18.1+ 18.1+ 18.1％）％）％）％）

2,364.52,364.52,364.52,364.5

（（（（+ 8.8+ 8.8+ 8.8+ 8.8％）％）％）％）

2,531.92,531.92,531.92,531.9

（（（（+ 7.1+ 7.1+ 7.1+ 7.1％）％）％）％） 90.390.390.390.3

（（（（+ 78.6+ 78.6+ 78.6+ 78.6％）％）％）％）

90.790.790.790.7

（（（（+ 0.4+ 0.4+ 0.4+ 0.4％）％）％）％）

95.495.495.495.4

（△（△（△（△1.51.51.51.5％）％）％）％）

96.896.896.896.8

（（（（+ 68.6+ 68.6+ 68.6+ 68.6％）％）％）％）

58.958.958.958.9

（（（（+ 88.4+ 88.4+ 88.4+ 88.4％）％）％）％）
52.652.652.652.6

（△（△（△（△10.710.710.710.7％）％）％）％）

計画値計画値計画値計画値

2,666.12,666.12,666.12,666.1億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

94.794.794.794.7億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

100.2100.2100.2100.2億円億円億円億円
計画値計画値計画値計画値

58.958.958.958.9億円億円億円億円

○○○○売上高：４期連続の増収。売上高：４期連続の増収。売上高：４期連続の増収。売上高：４期連続の増収。

○○○○営業利益：売上高の増加により営業利益は前期と比較して増加。営業利益：売上高の増加により営業利益は前期と比較して増加。営業利益：売上高の増加により営業利益は前期と比較して増加。営業利益：売上高の増加により営業利益は前期と比較して増加。



668 .1668 .1668 .1668 .1

723.9723.9723.9723.9

728.9728.9728.9728.9

602.2602.2602.2602.2

(+ 8 .6％)(+ 8 .6％)(+ 8 .6％)(+ 8 .6％)

554.7554.7554.7554.7

(+ 4 .3％)(+ 4 .3％)(+ 4 .3％)(+ 4 .3％)

531.8531.8531.8531.8

(+ 3 .5％)(+ 3 .5％)(+ 3 .5％)(+ 3 .5％)

0.00.00 .00 .0

300.0300.0300.0300.0

600.0600.0600.0600.0

900.0900.0900.0900.0

1 ,200.01 ,200.01 ,200.01 ,200.0

1 ,500.01 ,500.01 ,500.01 ,500.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

上期上期上期上期 下期下期下期下期

175 .0175 .0175 .0175 .0

(△0.8％)(△0.8％)(△0.8％)(△0.8％)

184 .6184 .6184 .6184 .6

(+  5 .5％)(+  5 .5％)(+  5 .5％)(+  5 .5％)

191.4191.4191.4191.4

(+ 3.7％)(+ 3.7％)(+ 3.7％)(+ 3.7％)

230 .2230 .2230 .2230 .2

245 .6245 .6245 .6245 .6
246.5246.5246.5246.5

33 .8%33 .8%33 .8%33 .8%
33 .7%33 .7%33 .7%33 .7%

32.9%32.9%32.9%32.9%

0.00.00.00.0

100.0100.0100.0100.0

200.0200.0200.0200.0

300.0300.0300.0300.0

400.0400.0400.0400.0

500.0500.0500.0500.0

600.0600.0600.0600.0

700.0700.0700.0700.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

15 .0 %15 .0 %15 .0 %15 .0 %

25 .0 %25 .0 %25 .0 %25 .0 %

35 .0 %35 .0 %35 .0 %35 .0 %

上期上期上期上期 下期下期下期下期 完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率

○○○○完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 ：受注高の増加及び着工率の向上により前年を上回る結果となった。：受注高の増加及び着工率の向上により前年を上回る結果となった。：受注高の増加及び着工率の向上により前年を上回る結果となった。：受注高の増加及び着工率の向上により前年を上回る結果となった。

○○○○完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益 ：職人不足による労務費：職人不足による労務費：職人不足による労務費：職人不足による労務費のののの上昇上昇上昇上昇及び及び及び及び資材価格資材価格資材価格資材価格のののの高止高止高止高止まりにまりにまりにまりにより利益率は低下。より利益率は低下。より利益率は低下。より利益率は低下。

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

計画値計画値計画値計画値

1,335.61,335.61,335.61,335.6億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

446.5446.5446.5446.5億円億円億円億円

５５５５

（決算資料P1・4 ）

２２２２....連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 ～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～

1,199.91,199.91,199.91,199.9

(+ 9.6(+ 9.6(+ 9.6(+ 9.6％％％％))))

通期通期通期通期

1,331.21,331.21,331.21,331.2

(+ 4.1(+ 4.1(+ 4.1(+ 4.1％％％％))))

405.2405.2405.2405.2

(+ 9.0(+ 9.0(+ 9.0(+ 9.0％％％％))))

通期通期通期通期

437.9437.9437.9437.9

(+ 1.8(+ 1.8(+ 1.8(+ 1.8％％％％))))

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益

1,278.71,278.71,278.71,278.7

(+ 6.6(+ 6.6(+ 6.6(+ 6.6％％％％))))

430.2430.2430.2430.2

(+ 6.2(+ 6.2(+ 6.2(+ 6.2％％％％))))



****上記の各種別完成工事高には進行基準売上がそれぞれ含まれております。上記の各種別完成工事高には進行基準売上がそれぞれ含まれております。上記の各種別完成工事高には進行基準売上がそれぞれ含まれております。上記の各種別完成工事高には進行基準売上がそれぞれ含まれております。

****＜＜＜＜ ＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。

３３３３....完成工事完成工事完成工事完成工事 ～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～

159 .6159 .6159 .6159 .6

<13 .3%><13 .3%><13 .3%><13 .3%>

192 .5192 .5192 .5192 .5

<14 .5%><14 .5%><14 .5%><14 .5%>

212.1212.1212.1212.1

<15.9%><15.9%><15.9%><15.9%>

478 .0478 .0478 .0478 .0

<39 .8%><39 .8%><39 .8%><39 .8%>

503 .4503 .4503 .4503 .4

<39 .3%><39 .3%><39 .3%><39 .3%>

551.0551.0551.0551.0

<41.4%><41.4%><41.4%><41.4%>

321 .2321 .2321 .2321 .2

<26 .8%><26 .8%><26 .8%><26 .8%>

401 .8401 .8401 .8401 .8

<30 .5%><30 .5%><30 .5%><30 .5%>

394.6394.6394.6394.6

<29.6%><29.6%><29.6%><29.6%>

201 .1201 .1201 .1201 .1

<16 .8%><16 .8%><16 .8%><16 .8%>

138 .6138 .6138 .6138 .6

<12 .2%><12 .2%><12 .2%><12 .2%>

132.7132.7132.7132.7

<10.0%><10.0%><10.0%><10.0%>

39 .139 .139 .139 .1

<3 .3%><3 .3%><3 .3%><3 .3%>

40 .440 .440 .440 .4

<3 .3%><3 .3%><3 .3%><3 .3%>

37.537.537.537.5

<2.8%><2.8%><2.8%><2.8%>

0.00.00.00.0 400.0400.0400.0400.0 800.0800.0800.0800.0 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,600.01,600.01,600.01,600.0

高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル） 2×4・木質2×4・木質2×4・木質2×4・木質 重量鉄骨重量鉄骨重量鉄骨重量鉄骨 ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等 住設・建材住設・建材住設・建材住設・建材 その他その他その他その他

○○○○賃貸マンションの比率の低下に伴い、ＲＣ造の比率も低下。賃貸マンションの比率の低下に伴い、ＲＣ造の比率も低下。賃貸マンションの比率の低下に伴い、ＲＣ造の比率も低下。賃貸マンションの比率の低下に伴い、ＲＣ造の比率も低下。

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

14/414/414/414/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,278.71,278.71,278.71,278.7億円億円億円億円

13/413/413/413/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,199.91,199.91,199.91,199.9億円億円億円億円

324.4324.4324.4324.4

<27.0%><27.0%><27.0%><27.0%>

315.4315.4315.4315.4

<24.7%><24.7%><24.7%><24.7%>

303.4303.4303.4303.4

<22.8%><22.8%><22.8%><22.8%>

766.4766.4766.4766.4

<63.9%><63.9%><63.9%><63.9%>

864.1864.1864.1864.1

<67.6%><67.6%><67.6%><67.6%>

904.1904.1904.1904.1

<67.9%><67.9%><67.9%><67.9%>

39.139.139.139.1

<3.3%><3.3%><3.3%><3.3%>

40.440.440.440.4

<3.2%><3.2%><3.2%><3.2%>

37.537.537.537.5

<2.8%><2.8%><2.8%><2.8%>

0.00.00.00.0 400.0400.0400.0400.0 800.0800.0800.0800.0 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,600.01,600.01,600.01,600.0

賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション アパートアパートアパートアパート 店舗マンション店舗マンション店舗マンション店舗マンション 住設・建材住設・建材住設・建材住設・建材 その他その他その他その他

13/413/413/413/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,199.91,199.91,199.91,199.9億円億円億円億円

６６６６

14/414/414/414/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,278.71,278.71,278.71,278.7億円億円億円億円

15/415/415/415/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,331.21,331.21,331.21,331.2億円億円億円億円

15/415/415/415/4期期期期

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高

1,331.21,331.21,331.21,331.2億円億円億円億円



594 .5594 .5594 .5594 .5

638.7638.7638.7638.7

569 .9569 .9569 .9569 .9

(+ 8 .6%)(+ 8 .6%)(+ 8 .6%)(+ 8 .6%)

614.4614.4614.4614.4

(+ 7 .8%)(+ 7 .8%)(+ 7 .8%)(+ 7 .8%)

649.7649.7649.7649.7

(+ 5 .7%）(+ 5 .7%）(+ 5 .7%）(+ 5 .7%）

672.4672.4672.4672.4

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,600.01,600.01,600.01,600.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

上期上期上期上期 下期下期下期下期

34 .934 .934 .934 .9

35.935.935.935.9

33.833.833.833.8

(+6.3%）(+6.3%）(+6.3%）(+6.3%）

31 .831 .831 .831 .8

(+19 .6%）(+19 .6%）(+19 .6%）(+19 .6%）

33.733.733.733.7

(△0.4%)(△0.4%)(△0.4%)(△0.4%)

35.035.035.035.0

5.2%5.2%5.2%5.2%

5 .7%5 .7%5 .7%5 .7%

5 .6%5 .6%5 .6%5 .6%

0000

20202020

40404040

60606060

80808080

100100100100

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

-4 .0%-4 .0%-4 .0%-4 .0%

6 .0 %6 .0 %6 .0 %6 .0 %

上期上期上期上期 下期下期下期下期 兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率

○○○○兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 ：管理物件の増に伴う受取家賃収入の増加により売上高は前年増。：管理物件の増に伴う受取家賃収入の増加により売上高は前年増。：管理物件の増に伴う受取家賃収入の増加により売上高は前年増。：管理物件の増に伴う受取家賃収入の増加により売上高は前年増。

○○○○兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益 ：リフォーム工事の消費税増税前の駆込み需要の反動減及びサブリース収支の変動により利益率は低下。：リフォーム工事の消費税増税前の駆込み需要の反動減及びサブリース収支の変動により利益率は低下。：リフォーム工事の消費税増税前の駆込み需要の反動減及びサブリース収支の変動により利益率は低下。：リフォーム工事の消費税増税前の駆込み需要の反動減及びサブリース収支の変動により利益率は低下。

計画値計画値計画値計画値

1,330.41,330.41,330.41,330.4億円億円億円億円

計画値計画値計画値計画値

76.076.076.076.0億円億円億円億円

７７７７

（決算資料P1・4 ）

４４４４....連結売上高連結売上高連結売上高連結売上高 ～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～

通期通期通期通期

1,322.11,322.11,322.11,322.1

(+ 5.5(+ 5.5(+ 5.5(+ 5.5％％％％))))

通期通期通期通期

68.768.768.768.7

((((△△△△1.51.51.51.5％％％％))))

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益

1,164.51,164.51,164.51,164.5

(+ 8.0(+ 8.0(+ 8.0(+ 8.0％％％％))))

66.866.866.866.8

(+ 15.5(+ 15.5(+ 15.5(+ 15.5％％％％))))

1,253.21,253.21,253.21,253.2

(+ 7.6(+ 7.6(+ 7.6(+ 7.6％％％％))))

69.869.869.869.8

(+ 4.4(+ 4.4(+ 4.4(+ 4.4％％％％))))



５５５５....兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高兼業事業売上高 ～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～～売上内訳～

970.9970.9970.9970.9

1,041.31,041.31,041.31,041.3

67.967.967.967.9

1,114.61,114.61,114.61,114.6

72.772.772.772.7

77.877.877.877.8

72.772.772.772.7

62.962.962.962.9

62.562.562.562.5

62.662.662.662.6

66.366.366.366.3

67.167.167.167.1

170,569170,569170,569170,569

182,363182,363182,363182,363

194,946194,946194,946194,946

0.00.00.00.0 200 .0200 .0200 .0200 .0 400 .0400 .0400 .0400 .0 600.0600.0600.0600.0 800.0800.0800.0800.0 1,000 .01,000 .01,000 .01,000 .0 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,400.01,400.01,400.01,400.0

0.00.00.00.0 40,000.040,000.040,000.040,000.0 80,000.080,000.080,000.080,000.0 120,000.0120,000.0120,000.0120,000.0 160,000.0160,000.0160,000.0160,000.0 200,000.0200,000.0200,000.0200,000.0

ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入ｻﾌﾞﾘｰｽによる家賃収入 仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入仲介料・管理料収入 リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事リフォーム・退去補修工事 その他その他その他その他 管理戸数管理戸数管理戸数管理戸数

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

14/414/414/414/4期期期期

売上高売上高売上高売上高

1,253.21,253.21,253.21,253.2億円億円億円億円

○○○○管理物件の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。管理物件の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。管理物件の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。管理物件の増加に伴い家賃収入及び管理料収入が増加。

（単位：戸）（単位：戸）（単位：戸）（単位：戸）

13/413/413/413/4期期期期

売上高売上高売上高売上高

1,164.51,164.51,164.51,164.5億円億円億円億円

８８８８

15/415/415/415/4期期期期

売上高売上高売上高売上高

1,322.11,322.11,322.11,322.1億円億円億円億円



６６６６....経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因経常利益増減要因

95.495.495.495.4

102.7102.7102.7102.7

△△△△2.92.92.92.9

△△△△4.84.84.84.8

△△△△10.010.010.010.0

+ 3.5+ 3.5+ 3.5+ 3.5

+ 17.6+ 17.6+ 17.6+ 17.6

+ 3.8+ 3.8+ 3.8+ 3.8

0.00.00.00.0

30.030.030.030.0

60.060.060.060.0

90.090.090.090.0

120.0120.0120.0120.0

150.0150.0150.0150.0

180.0180.0180.0180.0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

完成工事高の完成工事高の完成工事高の完成工事高の

増加増加増加増加によるによるによるによる

完成工事完成工事完成工事完成工事

総利益総利益総利益総利益

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

売上高売上高売上高売上高のののの

増加に増加に増加に増加によるよるよるよる

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

総利益総利益総利益総利益

販管費販管費販管費販管費の増加の増加の増加の増加

営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（決算資料P1・4 ）

完成完成完成完成工事工事工事工事

利益率低下利益率低下利益率低下利益率低下

による減少による減少による減少による減少

兼業兼業兼業兼業事業事業事業事業

利益率低下利益率低下利益率低下利益率低下

による減少による減少による減少による減少

○○○○完成工事高及び兼業事業売上高はともに前年を上回り、売上高完成工事高及び兼業事業売上高はともに前年を上回り、売上高完成工事高及び兼業事業売上高はともに前年を上回り、売上高完成工事高及び兼業事業売上高はともに前年を上回り、売上高の増加にの増加にの増加にの増加により総利益は増加。より総利益は増加。より総利益は増加。より総利益は増加。

利益率の低下の一方で販管費の抑制に努め経常利益は前年増の結果となった。利益率の低下の一方で販管費の抑制に努め経常利益は前年増の結果となった。利益率の低下の一方で販管費の抑制に努め経常利益は前年増の結果となった。利益率の低下の一方で販管費の抑制に努め経常利益は前年増の結果となった。

９９９９



７７７７.... ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資ＣＦ・設備投資

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（決算資料P5 ）

143.0143.0143.0143.0

▲ 34.6▲ 34.6▲ 34.6▲ 34.6

▲ 13.1▲ 13.1▲ 13.1▲ 13.1

595.2595.2595.2595.2

▲ 200 .0▲ 200 .0▲ 200 .0▲ 200 .0 ▲ 100 .0▲ 100 .0▲ 100 .0▲ 100 .0 0 .00 .00 .00 .0 100 .0100 .0100 .0100 .0 200 .0200 .0200 .0200 .0 300 .0300 .0300 .0300 .0 400 .0400 .0400 .0400 .0

営業活動営業活動営業活動営業活動

投資活動投資活動投資活動投資活動

財務活動財務活動財務活動財務活動

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高現金及び現金同等物期末残高

主主主主にににに

税金税金税金税金等調整前当期利益等調整前当期利益等調整前当期利益等調整前当期利益 102.4102.4102.4102.4億円億円億円億円

未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加未成工事受入金の増加額額額額

18.918.918.918.9億億億億円円円円

預り金の増加預り金の増加預り金の増加預り金の増加額額額額 14.414.414.414.4億円億円億円億円

主主主主にににに

貸付金貸付金貸付金貸付金のののの支出支出支出支出 4.84.84.84.8億円億円億円億円

有形固定資産の有形固定資産の有形固定資産の有形固定資産の取得取得取得取得 36.736.736.736.7億円億円億円億円

主に主に主に主に

配当金の支払配当金の支払配当金の支払配当金の支払額額額額 12.112.112.112.1億円億円億円億円

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

設備投資額設備投資額設備投資額設備投資額 9.79.79.79.7 30.430.430.430.4

減価償却額減価償却額減価償却額減価償却額 16.216.216.216.2 14.014.014.014.0

連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー連結キャッシュ・フロー 設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資設備投資

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

１０１０１０１０

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・によるキャッシュ・

フローフローフローフロー

*15/4*15/4*15/4*15/4期の主な設備投資額：ナスラック深谷工場期の主な設備投資額：ナスラック深谷工場期の主な設備投資額：ナスラック深谷工場期の主な設備投資額：ナスラック深谷工場 建物・構築物、機械建物・構築物、機械建物・構築物、機械建物・構築物、機械



（決算資料P9・16 ）

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1200.01200.01200.01200.0

1600.01600.01600.01600.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 15/4期（計画）15/4期（計画）15/4期（計画）15/4期（計画）

下期下期下期下期

630.0630.0630.0630.0

((((＋＋＋＋4.14.14.14.1％％％％))))

793.7793.7793.7793.7

((((+ 27.8+ 27.8+ 27.8+ 27.8％％％％))))

計画計画計画計画

1,440.21,440.21,440.21,440.2

91.291.291.291.2

８８８８....受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）

100.0100.0100.0100.0

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,506.91,506.91,506.91,506.9

（＋（＋（＋（＋8.68.68.68.6％）％）％）％）

660.9660.9660.9660.9

（＋（＋（＋（＋12.912.912.912.9％％％％))))

１１１１１１１１

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

766.1766.1766.1766.1

（＋（＋（＋（＋15.915.915.915.9％％％％))))

620.9620.9620.9620.9

((((△△△△1.41.41.41.4％％％％))))

1,291.01,291.01,291.01,291.0

（＋（＋（＋（＋8.48.48.48.4％）％）％）％） 85.785.785.785.7

1,387.11,387.11,387.11,387.1

（＋（＋（＋（＋7.47.47.47.4％）％）％）％）

713.2713.2713.2713.2

（△（△（△（△6.96.96.96.9％％％％))))

87.287.287.287.2

713.2713.2713.2713.2

727.0727.0727.0727.0



****＜＜＜＜ ＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。＞内の数値は構成比を表しております。

９９９９....種類別種類別種類別種類別 受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）受注高（単体）

185.3185.3185.3185.3

<14.4%><14.4%><14.4%><14.4%>

221.8221.8221.8221.8

<16.0%><16.0%><16.0%><16.0%>

276.0276.0276.0276.0

<18 .3%><18 .3%><18 .3%><18 .3%>

506 .9506 .9506 .9506 .9

<39.3%><39.3%><39.3%><39.3%>

586.2586.2586.2586.2

<42.3%><42.3%><42.3%><42.3%>

639.1639.1639.1639.1

<42.4%><42.4%><42.4%><42.4%>

426.9426.9426.9426.9

<33.1%><33.1%><33.1%><33.1%>

425 .6425 .6425 .6425 .6

<30.7%><30.7%><30.7%><30.7%>

451 .3451 .3451 .3451 .3

<29.9%><29.9%><29.9%><29.9%>

170.9170.9170.9170.9

<13 .2%><13 .2%><13 .2%><13 .2%>

152.4152.4152.4152.4

<11.0%><11.0%><11.0%><11.0%>

138.7138.7138.7138.7

<9 .2%><9 .2%><9 .2%><9 .2%>

0.00.00.00.0 300.0300.0300.0300.0 600.0600.0600.0600.0 900.0900.0900.0900.0 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,500.01,500.01,500.01,500.0 1,800.01,800.01,800.01,800.0

高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル）高耐震鉄骨造（シェルル） 2×4・木質2×4・木質2×4・木質2×4・木質 鉄骨鉄骨鉄骨鉄骨 ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等ＲＣ等 その他その他その他その他

○○○○賃貸マンションが伸びアパートは減少。賃貸マンションが伸びアパートは減少。賃貸マンションが伸びアパートは減少。賃貸マンションが伸びアパートは減少。

○○○○商品別では木質系とシェルルが増加。商品別では木質系とシェルルが増加。商品別では木質系とシェルルが増加。商品別では木質系とシェルルが増加。

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

14/414/414/414/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,387.11,387.11,387.11,387.1億円億円億円億円

13/413/413/413/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,291.01,291.01,291.01,291.0億円億円億円億円

356.8356.8356.8356.8

<27.6%><27.6%><27.6%><27.6%>

325.5325.5325.5325.5

<23.5%><23.5%><23.5%><23.5%>

376.6376.6376.6376.6

<25.0%><25.0%><25.0%><25.0%>

864.3864.3864.3864.3

<67.0%><67.0%><67.0%><67.0%>

971.6971.6971.6971.6

<70.0%><70.0%><70.0%><70.0%>

1,052.71,052.71,052.71,052.7

<69.9%><69.9%><69.9%><69.9%>

48.748.748.748.7

<3.8%><3.8%><3.8%><3.8%>

71.671.671.671.6

<5.2%><5.2%><5.2%><5.2%>

42.642.642.642.6

<2.8%><2.8%><2.8%><2.8%>

0.00.00.00.0 300.0300.0300.0300.0 600.0600.0600.0600.0 900.0900.0900.0900.0 1,200.01,200.01,200.01,200.0 1,500.01,500.01,500.01,500.0 1,800.01,800.01,800.01,800.0

賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション賃貸マンション アパートアパートアパートアパート 店舗マンション店舗マンション店舗マンション店舗マンション 個人住宅個人住宅個人住宅個人住宅 貸店舗貸店舗貸店舗貸店舗 その他その他その他その他

13/413/413/413/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,291.01,291.01,291.01,291.0億円億円億円億円

１２１２１２１２

14/414/414/414/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,387.11,387.11,387.11,387.1億円億円億円億円

15/415/415/415/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,506.91,506.91,506.91,506.9億円億円億円億円

15/415/415/415/4期期期期

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,506.91,506.91,506.91,506.9億円億円億円億円



((((単位：億円）単位：億円）単位：億円）単位：億円）

223.5

<16.1%>

164.6

<11.9%>
140.6

<10.1%>

290.8

<21.0%>

370.4

<26.7%>

103.5

<7.5%>

93.3

<6.7%>

205.9205.9205.9205.9

<13.7%><13.7%><13.7%><13.7%>

153.2153.2153.2153.2

<10.2%><10.2%><10.2%><10.2%>
151.0151.0151.0151.0

<10.0%><10.0%><10.0%><10.0%>

342.2342.2342.2342.2

<22.7%><22.7%><22.7%><22.7%>

465.1465.1465.1465.1

<30.9%><30.9%><30.9%><30.9%>

98.098.098.098.0

<6.5%><6.5%><6.5%><6.5%>

91.191.191.191.1

<6.0%><6.0%><6.0%><6.0%>

0.00.00.00.0

50.050.050.050.0

100.0100.0100.0100.0

150.0150.0150.0150.0

200.0200.0200.0200.0

250.0250.0250.0250.0

300.0300.0300.0300.0

350.0350.0350.0350.0

400.0400.0400.0400.0

450.0450.0450.0450.0

500.0500.0500.0500.0

北海道・東北圏北海道・東北圏北海道・東北圏北海道・東北圏 北関東圏北関東圏北関東圏北関東圏 首都圏首都圏首都圏首都圏 中部圏中部圏中部圏中部圏 近畿圏近畿圏近畿圏近畿圏 中四国圏中四国圏中四国圏中四国圏 九州圏九州圏九州圏九州圏

前期受注高前期受注高前期受注高前期受注高

当期受注高当期受注高当期受注高当期受注高

****上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。上記は総受注高を表しております。

****＜＜＜＜ ＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。＞内は構成比を表しております。

10.10.10.10.当社の地域別受注高（単体）当社の地域別受注高（単体）当社の地域別受注高（単体）当社の地域別受注高（単体）

（決算資料 P13）

○○○○ 都市部における営業活動の強化に伴い首都圏での受注が最も多い。都市部における営業活動の強化に伴い首都圏での受注が最も多い。都市部における営業活動の強化に伴い首都圏での受注が最も多い。都市部における営業活動の強化に伴い首都圏での受注が最も多い。

１３１３１３１３



11.11.11.11.受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）受注単価の推移（単体）

1,291.01,291.01,291.01,291.0

1,387.11,387.11,387.11,387.1

1,506.91,506.91,506.91,506.9

1,6701,6701,6701,670
1,7031,7031,7031,703

1,8091,8091,8091,809

77.377.377.377.3

81.581.581.581.5

83.383.383.383.3

900.0900.0900.0900.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,500.01,500.01,500.01,500.0

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

0.00.00.00.0

800.0800.0800.0800.0

1,600.01,600.01,600.01,600.0

2,400.02,400.02,400.02,400.0

受注高受注高受注高受注高 平均単価(百万円）平均単価(百万円）平均単価(百万円）平均単価(百万円） 受注件数(件）受注件数(件）受注件数(件）受注件数(件）

１４１４１４１４

（受注高：億円）（受注高：億円）（受注高：億円）（受注高：億円）

（受注件数：件）（受注件数：件）（受注件数：件）（受注件数：件）

80.080.080.080.0

（平均単価：百万円）（平均単価：百万円）（平均単価：百万円）（平均単価：百万円）



12.12.12.12.受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）受注残の状況（単体）

****上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。上記数値は実工事残高を表しております。

****（（（（ ）内は前期比を表しております。）内は前期比を表しております。）内は前期比を表しております。）内は前期比を表しております。

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1,200.01,200.01,200.01,200.0

1,600.01,600.01,600.01,600.0

2,000.02,000.02,000.02,000.0

13/4期末13/4期末13/4期末13/4期末 14/4期末14/4期末14/4期末14/4期末 15/4期末15/4期末15/4期末15/4期末

未着工残未着工残未着工残未着工残

仕掛残仕掛残仕掛残仕掛残

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

602.7602.7602.7602.7

（（（（+ 3.5+ 3.5+ 3.5+ 3.5％）％）％）％）

○○○○ 総受注高が前年を上回り受注残物件が増加。総受注高が前年を上回り受注残物件が増加。総受注高が前年を上回り受注残物件が増加。総受注高が前年を上回り受注残物件が増加。

1,169.51,169.51,169.51,169.5億円億円億円億円

（（（（+ 5.6+ 5.6+ 5.6+ 5.6％）％）％）％）

701.3701.3701.3701.3

（（（（+ 3.3+ 3.3+ 3.3+ 3.3％）％）％）％）

468.1468.1468.1468.1

（（（（+ 9.2+ 9.2+ 9.2+ 9.2％）％）％）％）

814.7814.7814.7814.7

（（（（+ 15.2+ 15.2+ 15.2+ 15.2％）％）％）％）

1,289.61,289.61,289.61,289.6億円億円億円億円

（（（（+ 10.3+ 10.3+ 10.3+ 10.3％）％）％）％）

１５１５１５１５

1,417.51,417.51,417.51,417.5億円億円億円億円

（（（（+ 9.9+ 9.9+ 9.9+ 9.9％）％）％）％）

582.4582.4582.4582.4

（（（（+ 24.4+ 24.4+ 24.4+ 24.4％）％）％）％）

707.1707.1707.1707.1

（（（（+ 0.8+ 0.8+ 0.8+ 0.8％）％）％）％）



13.13.13.13.サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況

31.331.331.331.3

36.336.336.336.3

39.739.739.739.7

97.8%97.8%97.8%97.8% 97.8%97.8%97.8%97.8%

98.2%98.2%98.2%98.2%

96.5%96.5%96.5%96.5% 96.3%96.3%96.3%96.3% 96.3%96.3%96.3%96.3%

0000

20202020

40404040

60606060

80808080

100100100100

120120120120

140140140140

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

管理料収入管理料収入管理料収入管理料収入 空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額

期末入居率期末入居率期末入居率期末入居率 平均入居率平均入居率平均入居率平均入居率

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

１６１６１６１６

（決算資料 P15）

70.370.370.370.3

61.861.861.861.8

13/4期13/4期13/4期13/4期 14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期

管理料収入管理料収入管理料収入管理料収入 39.739.739.739.7 42.842.842.842.8 45.545.545.545.5

空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資 61.861.861.861.8 65.465.465.465.4 70.370.370.370.3

空室等支払家賃額空室等支払家賃額空室等支払家賃額空室等支払家賃額 31.331.331.331.3 36.336.336.336.3 39.739.739.739.7

支払率支払率支払率支払率 50.7%50.7%50.7%50.7% 55.6%55.6%55.6%55.6% 56.5%56.5%56.5%56.5%

65.465.465.465.4

空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資空室等支払家賃原資

39.739.739.739.7

42.842.842.842.8

45.545.545.545.5

○○○○管理物件の増により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増により原資及び管理料収入が増加。管理物件の増により原資及び管理料収入が増加。

○○○○平均入居率は前年を改善できず空室等家賃の支払率が上昇。平均入居率は前年を改善できず空室等家賃の支払率が上昇。平均入居率は前年を改善できず空室等家賃の支払率が上昇。平均入居率は前年を改善できず空室等家賃の支払率が上昇。



Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ.Ⅱ. 第40期 通期⾒通し

１７１７１７１７



554 .7554 .7554 .7554 .7

602 .2602 .2602 .2602 .2
636 .8636 .8636 .8636 .8

723 .9723 .9723 .9723 .9

728 .9728 .9728 .9728 .9

813 .8813 .8813 .8813 .8

0 .00 .00 .00 .0

300 .0300 .0300 .0300 .0

600 .0600 .0600 .0600 .0

900 .0900 .0900 .0900 .0

1 ,200 .01 ,200 .01 ,200 .01 ,200 .0

1 ,500 .01 ,500 .01 ,500 .01 ,500 .0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期（予）16/4期（予）16/4期（予）16/4期（予）

上期上期上期上期 下期下期下期下期

184.6184.6184.6184.6 191.4191.4191.4191.4
203.0203.0203.0203.0

245.6245.6245.6245.6
246.5246.5246.5246.5

271.1271.1271.1271.1

33 .7%33 .7%33 .7%33 .7%

32 .9%32 .9%32 .9%32 .9%

32.7%32.7%32.7%32.7%

0.00 .00 .00 .0

100.0100.0100.0100.0

200.0200.0200.0200.0

300.0300.0300.0300.0

400.0400.0400.0400.0

500.0500.0500.0500.0

600.0600.0600.0600.0

700.0700.0700.0700.0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

20 .0%20 .0%20 .0%20 .0%

30 .0%30 .0%30 .0%30 .0%

上期上期上期上期 下期下期下期下期 完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率完成工事総利益率

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

１８１８１８１８

（決算資料P1・7 ）

１１１１....売上高見通し売上高見通し売上高見通し売上高見通し ～完成工事～～完成工事～～完成工事～～完成工事～

通期通期通期通期

1,450.71,450.71,450.71,450.7

(+ 9.0%)(+ 9.0%)(+ 9.0%)(+ 9.0%)

通期通期通期通期

474.1474.1474.1474.1

(+ 8.3%)(+ 8.3%)(+ 8.3%)(+ 8.3%)

1,278.71,278.71,278.71,278.7

(+ 6.6%)(+ 6.6%)(+ 6.6%)(+ 6.6%)

430.2430.2430.2430.2

(+ 6.2%)(+ 6.2%)(+ 6.2%)(+ 6.2%)

完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高完成工事高 完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益完成工事総利益

1,331.21,331.21,331.21,331.2

(+ 4.1%)(+ 4.1%)(+ 4.1%)(+ 4.1%)

437.9437.9437.9437.9

(+ 1.8%)(+ 1.8%)(+ 1.8%)(+ 1.8%)



614.4614 .4614 .4614 .4
649.7649.7649.7649.7

693 .8693 .8693 .8693 .8

638 .7638 .7638 .7638 .7

672.4672.4672.4672.4

726 .0726 .0726 .0726 .0

0 .00 .00 .00 .0

300 .0300 .0300 .0300 .0

600 .0600 .0600 .0600 .0

900 .0900 .0900 .0900 .0

1 ,200 .01 ,200 .01 ,200 .01 ,200 .0

1 ,500 .01 ,500 .01 ,500 .01 ,500 .0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

上期上期上期上期 下期下期下期下期

33.833.833.833.8 33.733.733.733.7
35.735.735.735.7

35.935.935.935.9 35.035.035.035.0

40.540.540.540.5

5 .6%5 .6%5 .6%5 .6%

5 .2%5 .2%5 .2%5 .2%

5.4%5.4%5.4%5.4%

0.00 .00 .00 .0

20.020.020.020.0

40.040.040.040.0

60.060.060.060.0

80.080.080.080.0

100.0100.0100.0100.0

120.0120.0120.0120.0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期（予）16/4期（予）16/4期（予）16/4期（予）

-4 .0%-4 .0%-4 .0%-4 .0%

6 .0%6 .0%6 .0%6 .0%

上期上期上期上期 下期下期下期下期 兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率兼業事業総利益率

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

１９１９１９１９

（決算資料P1・7 ）

２２２２....売上高見通し売上高見通し売上高見通し売上高見通し ～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～～兼業事業～

通期通期通期通期

1,419.81,419.81,419.81,419.8

(+ 7.4(+ 7.4(+ 7.4(+ 7.4％％％％))))

通期通期通期通期

76.376.376.376.3

(+ 11.0%)(+ 11.0%)(+ 11.0%)(+ 11.0%)

1,253.21,253.21,253.21,253.2

(+ 7.6(+ 7.6(+ 7.6(+ 7.6％％％％))))

69.869.869.869.8

(+ 4.4(+ 4.4(+ 4.4(+ 4.4％％％％))))

兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上兼業事業売上 兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益兼業事業総利益

1,322.11,322.11,322.11,322.1

(+ 5.5(+ 5.5(+ 5.5(+ 5.5％％％％))))

68.768.768.768.7

((((△△△△1.51.51.51.5％％％％))))



97.8%97.8%97.8%97.8%

98.2%98.2%98.2%98.2%

98.3%98.3%98.3%98.3%

96 .3%96 .3%96 .3%96 .3%
96 .3%96 .3%96 .3%96 .3%

96.5%96.5%96.5%96.5%

0000

20202020

40404040

60606060

80808080

100100100100

120120120120

140140140140

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予)16/4期(予)16/4期(予)16/4期(予)

88.0%88.0%88.0%88.0%

90.0%90.0%90.0%90.0%

92.0%92.0%92.0%92.0%

94.0%94.0%94.0%94.0%

96.0%96.0%96.0%96.0%

98.0%98.0%98.0%98.0%

管理料収入管理料収入管理料収入管理料収入 空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額空室等家賃支払額

期末入居率期末入居率期末入居率期末入居率 平均入居率平均入居率平均入居率平均入居率

３３３３....サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況サブリースの状況

（入居率）（入居率）（入居率）（入居率）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）
空室等家賃支払額原資空室等家賃支払額原資空室等家賃支払額原資空室等家賃支払額原資

39.739.739.739.7

(56.5%)(56.5%)(56.5%)(56.5%)

65.465.465.465.4

42.842.842.842.8

41.141.141.141.1

(55.5%)(55.5%)(55.5%)(55.5%)

２０２０２０２０

49.149.149.149.1

74.074.074.074.0

****（（（（ ）内は空室等家賃支払の支払率）内は空室等家賃支払の支払率）内は空室等家賃支払の支払率）内は空室等家賃支払の支払率

36.336.336.336.3

(55.6%)(55.6%)(55.6%)(55.6%)

70.370.370.370.3

45.545.545.545.5



４４４４.16.16.16.16年４月期年４月期年４月期年４月期 ～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～～連結損益計算書～

（決算資料P1・7 ）

1,169.21,169.21,169.21,169.2
1,251.91,251.91,251.91,251.9

1,330.71,330.71,330.71,330.7

0 .00 .00 .00 .0

1 ,0 00 .01 ,0 00 .01 ,0 00 .01 ,0 00 .0

2 ,0 00 .02 ,0 00 .02 ,0 00 .02 ,0 00 .0

3 ,0 00 .03 ,0 00 .03 ,0 00 .03 ,0 00 .0

14/4期 14/4期 14/4期 14/4期 15/4期 15/4期 15/4期 15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高売上高

２１２１２１２１

５期連続の増収、２期連続の増益の見込み５期連続の増収、２期連続の増益の見込み５期連続の増収、２期連続の増益の見込み５期連続の増収、２期連続の増益の見込み

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

17.817.817.817.8
23.523.523.523.5

29.029.029.029.0

0000

30303030

60606060

90909090

120120120120

150150150150

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

9 .79 .79 .79 .7

15 .315 .315 .315 .3
17 .817 .817 .817 .8

0000

30303030

60606060

90909090

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

20.220.220.220.2

25.325.325.325.3
31.731.731.731.7

0000

30303030

60606060

90909090

120120120120

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

下半期下半期下半期下半期

上半期上半期上半期上半期

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益営業利益

経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益経常利益 当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益当期純利益

通期通期通期通期

2,870.62,870.62,870.62,870.6

(+ 8.2(+ 8.2(+ 8.2(+ 8.2％）％）％）％）

通期通期通期通期

107.3107.3107.3107.3

（（（（+ 13.6+ 13.6+ 13.6+ 13.6％）％）％）％）

通期通期通期通期

113.0113.0113.0113.0

（（（（+ 10.0+ 10.0+ 10.0+ 10.0％）％）％）％）

通期通期通期通期

71.371.371.371.3

（（（（+ 14.7+ 14.7+ 14.7+ 14.7％）％）％）％）

2,531.92,531.92,531.92,531.9

2,653.42,653.42,653.42,653.4

90.790.790.790.7

94.494.494.494.4

102.7102.7102.7102.7

95.495.495.495.4

52.652.652.652.6

62.162.162.162.1



５５５５.16.16.16.16年４月期年４月期年４月期年４月期 ～経常利益増減要因～～経常利益増減要因～～経常利益増減要因～～経常利益増減要因～

102.7102.7102.7102.7

113.0113.0113.0113.0

△ 2.5△ 2.5△ 2.5△ 2.5

△ 30.8△ 30.8△ 30.8△ 30.8

+ 2.4+ 2.4+ 2.4+ 2.4

+ 39.3+ 39.3+ 39.3+ 39.3

△ 3.1△ 3.1△ 3.1△ 3.1

+ 5.0+ 5.0+ 5.0+ 5.0

0.00.00.00.0

30.030.030.030.0

60.060.060.060.0

90.090.090.090.0

120.0120.0120.0120.0

150.0150.0150.0150.0

180.0180.0180.0180.0

15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）16/4期(予）

販管費販管費販管費販管費の増の増の増の増加加加加

営業外収支営業外収支営業外収支営業外収支

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

（決算資料P1・7 ）

２２２２２２２２

完成工事高の完成工事高の完成工事高の完成工事高の

増加増加増加増加によるによるによるによる

完成工事完成工事完成工事完成工事

総利益総利益総利益総利益

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

売上高売上高売上高売上高のののの

増加に増加に増加に増加によるよるよるよる

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

総利益総利益総利益総利益

完成完成完成完成工事工事工事工事

利益率低下利益率低下利益率低下利益率低下

による減少による減少による減少による減少

兼業事業兼業事業兼業事業兼業事業

利益率上昇利益率上昇利益率上昇利益率上昇

による増加による増加による増加による増加



（決算資料P9・16 ）

0.00.00.00.0

400.0400.0400.0400.0

800.0800.0800.0800.0

1200.01200.01200.01200.0

1600.01600.01600.01600.0

14/4期14/4期14/4期14/4期 15/4期15/4期15/4期15/4期 16/4期（計画）16/4期（計画）16/4期（計画）16/4期（計画）

781.0781.0781.0781.0

( + 9.5( + 9.5( + 9.5( + 9.5％））％））％））％））

779.0779.0779.0779.0

( ( ( ( △△△△ 1.91.91.91.9％）％）％）％）

総受注高総受注高総受注高総受注高

1,560.01,560.01,560.01,560.0

( + 3.5( + 3.5( + 3.5( + 3.5％）％）％）％）

６６６６....受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）受注高見通し（単体）

110.0110.0110.0110.0

２３２３２３２３

（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）（単位：億円）

766.1766.1766.1766.1

（＋（＋（＋（＋15.915.915.915.9％％％％))))

620.9620.9620.9620.9

((((△△△△1.41.41.41.4％％％％))))

85.785.785.785.7

1,387.11,387.11,387.11,387.1

（＋（＋（＋（＋7.47.47.47.4％）％）％）％）

713.2713.2713.2713.2

（△（△（△（△6.96.96.96.9％％％％))))

793.7793.7793.7793.7

（＋（＋（＋（＋27.827.827.827.8％％％％))))

1,506.91,506.91,506.91,506.9

（＋（＋（＋（＋8.68.68.68.6％）％）％）％）

87.287.287.287.2



第第第第44440000期期期期 東建コーポレーションの東建コーポレーションの東建コーポレーションの東建コーポレーションの

重点経営戦略重点経営戦略重点経営戦略重点経営戦略

第第第第44440000期期期期 東建コーポレーションの重点経営戦略についてご説明致します。東建コーポレーションの重点経営戦略についてご説明致します。東建コーポレーションの重点経営戦略についてご説明致します。東建コーポレーションの重点経営戦略についてご説明致します。

代表取締役社長兼会長 左右田 稔



《《《《 第第第第44440000期期期期 経営スローガン経営スローガン経営スローガン経営スローガン 》》》》

ハイスピード・マネジメントによる

経営強化と新規事業の推進

重点経営戦略重点経営戦略重点経営戦略重点経営戦略

会社のあらゆる経営データや市場データの多角的な分析に基づき、出店戦略や営業戦略、

及び関連ビジネスを緻密かつ迅速に策定し、当社ならではのハイスピードマネジメントに

より経営強化、新規事業計画を推進してまいります。

スローガンの主旨と背景スローガンの主旨と背景スローガンの主旨と背景スローガンの主旨と背景

１



重要経営課題対策

プロジェクト

２



１１１１....重重重重要要要要経営課題経営課題経営課題経営課題対策プロジェクト対策プロジェクト対策プロジェクト対策プロジェクト

３

（１）（１）（１）（１）

営業開発部営業開発部営業開発部営業開発部

におけるにおけるにおけるにおける

長期未受注長期未受注長期未受注長期未受注

社員比率の適正化社員比率の適正化社員比率の適正化社員比率の適正化

事業監理部事業監理部事業監理部事業監理部

プロジェクト総責任者プロジェクト総責任者プロジェクト総責任者プロジェクト総責任者

７つのテーマを重要経営課題と位置付け、その達成に向けたプロジェクトを推進していく７つのテーマを重要経営課題と位置付け、その達成に向けたプロジェクトを推進していく７つのテーマを重要経営課題と位置付け、その達成に向けたプロジェクトを推進していく７つのテーマを重要経営課題と位置付け、その達成に向けたプロジェクトを推進していく

指導責任者指導責任者指導責任者指導責任者 事務局事務局事務局事務局

経営指導室経営指導室経営指導室経営指導室 社長室企画部社長室企画部社長室企画部社長室企画部

仲介管理部仲介管理部仲介管理部仲介管理部

におけるにおけるにおけるにおける

人員の適正化人員の適正化人員の適正化人員の適正化

建築原価建築原価建築原価建築原価

／建築粗利の／建築粗利の／建築粗利の／建築粗利の

適正化適正化適正化適正化

本社間接部門本社間接部門本社間接部門本社間接部門

におけるにおけるにおけるにおける

人員の適正化人員の適正化人員の適正化人員の適正化

専用機能付き商品専用機能付き商品専用機能付き商品専用機能付き商品

によるによるによるによる

都市部営業戦略都市部営業戦略都市部営業戦略都市部営業戦略

の確立の確立の確立の確立

タブレット機器のタブレット機器のタブレット機器のタブレット機器の

積極利用による積極利用による積極利用による積極利用による

業務の効率化業務の効率化業務の効率化業務の効率化

Ｗｅｂ戦略Ｗｅｂ戦略Ｗｅｂ戦略Ｗｅｂ戦略

ホームメイトホームメイトホームメイトホームメイト

・リサーチ・リサーチ・リサーチ・リサーチ

（２）（２）（２）（２） （３）（３）（３）（３） （４）（４）（４）（４） （５）（５）（５）（５） （６）（６）（６）（６） （７）（７）（７）（７）



１１１１....重重重重要要要要経営課題経営課題経営課題経営課題対策プロジェクト対策プロジェクト対策プロジェクト対策プロジェクト

■■■■ 未受注期間ごとにランクを分けて、未受注期間ごとにランクを分けて、未受注期間ごとにランクを分けて、未受注期間ごとにランクを分けて、

段階的に厳しく管理段階的に厳しく管理段階的に厳しく管理段階的に厳しく管理

■■■■ 長期未受注社員に対する本社指導会長期未受注社員に対する本社指導会長期未受注社員に対する本社指導会長期未受注社員に対する本社指導会

の実施の実施の実施の実施

■■■■ 仲介店舗の移設による来仲介店舗の移設による来仲介店舗の移設による来仲介店舗の移設による来店店店店客数の増大客数の増大客数の増大客数の増大

■■■■ ホームメイト店のネット組織化ホームメイト店のネット組織化ホームメイト店のネット組織化ホームメイト店のネット組織化

４

■■■■ 仲介部員のホーム仲介部員のホーム仲介部員のホーム仲介部員のホーム

メイト営業部へのメイト営業部へのメイト営業部へのメイト営業部への

転籍転籍転籍転籍

長期未受注社員比率の低下を図る長期未受注社員比率の低下を図る長期未受注社員比率の低下を図る長期未受注社員比率の低下を図る

■■■■ 本社管理部門にて粗利率の問題点や本社管理部門にて粗利率の問題点や本社管理部門にて粗利率の問題点や本社管理部門にて粗利率の問題点や

課題を抽出し、ブロック役職者へ周課題を抽出し、ブロック役職者へ周課題を抽出し、ブロック役職者へ周課題を抽出し、ブロック役職者へ周

知・是正を行っていくと共に、一定知・是正を行っていくと共に、一定知・是正を行っていくと共に、一定知・是正を行っていくと共に、一定

水準を下回る事業所へ指導会を実施水準を下回る事業所へ指導会を実施水準を下回る事業所へ指導会を実施水準を下回る事業所へ指導会を実施

建築粗利率の改善を図る建築粗利率の改善を図る建築粗利率の改善を図る建築粗利率の改善を図る

■■■■ 業務の電子化を推進し業務の電子化を推進し業務の電子化を推進し業務の電子化を推進し

本社間接部門における本社間接部門における本社間接部門における本社間接部門における

人員の適正化を推進人員の適正化を推進人員の適正化を推進人員の適正化を推進

販管費の抑制を図る販管費の抑制を図る販管費の抑制を図る販管費の抑制を図る



１１１１....重重重重要要要要経営課題対策経営課題対策経営課題対策経営課題対策プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

■■■■ 入居需要を踏まえて入居需要を踏まえて入居需要を踏まえて入居需要を踏まえて

「都市型レディースマンション」「都市型レディースマンション」「都市型レディースマンション」「都市型レディースマンション」

「津波避難マンション」「津波避難マンション」「津波避難マンション」「津波避難マンション」

「子育て賃貸住宅」等の「子育て賃貸住宅」等の「子育て賃貸住宅」等の「子育て賃貸住宅」等の

『『『『専用機能付物件専用機能付物件専用機能付物件専用機能付物件』』』』を提案を提案を提案を提案

■■■■ 当社独自の都市型土地活用システム当社独自の都市型土地活用システム当社独自の都市型土地活用システム当社独自の都市型土地活用システム

「ＵＳＥ（ユース）」を活用し「ＵＳＥ（ユース）」を活用し「ＵＳＥ（ユース）」を活用し「ＵＳＥ（ユース）」を活用し

“老朽空家”の所有者に対して“老朽空家”の所有者に対して“老朽空家”の所有者に対して“老朽空家”の所有者に対して

建替えを提案建替えを提案建替えを提案建替えを提案

５

■■■■ 地図システム等の営業支援システム地図システム等の営業支援システム地図システム等の営業支援システム地図システム等の営業支援システム

を拡充を拡充を拡充を拡充

更なる業務の効率化を推進更なる業務の効率化を推進更なる業務の効率化を推進更なる業務の効率化を推進

■■■■ サイトサイトサイトサイトの新たな機能を拡充の新たな機能を拡充の新たな機能を拡充の新たな機能を拡充しししし、、、、

ユーザー様の使いやすさを追求したユーザー様の使いやすさを追求したユーザー様の使いやすさを追求したユーザー様の使いやすさを追求した

改善を図る改善を図る改善を図る改善を図る

使いやすいサイトを構築し使いやすいサイトを構築し使いやすいサイトを構築し使いやすいサイトを構築し

入居・仲介の側面支援入居・仲介の側面支援入居・仲介の側面支援入居・仲介の側面支援を図るを図るを図るを図る

■■■■ 営業部員だけでなく建築部員にも営業部員だけでなく建築部員にも営業部員だけでなく建築部員にも営業部員だけでなく建築部員にも

タブレット機器を貸与するタブレット機器を貸与するタブレット機器を貸与するタブレット機器を貸与する

■■■■ 入居希望者様に役立つ情報を入居希望者様に役立つ情報を入居希望者様に役立つ情報を入居希望者様に役立つ情報を

継続的に「投稿・登録」していく継続的に「投稿・登録」していく継続的に「投稿・登録」していく継続的に「投稿・登録」していく

他社との差別化を図り他社との差別化を図り他社との差別化を図り他社との差別化を図り

都市型営業戦略を推進する都市型営業戦略を推進する都市型営業戦略を推進する都市型営業戦略を推進する



「東建ＰＭＳ

（東建ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ）」の構築

６



２２２２....「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築

７

７つの「重要経営課題対策プロジェクト」の進捗状況を常に誰でも把握でき、７つの「重要経営課題対策プロジェクト」の進捗状況を常に誰でも把握でき、７つの「重要経営課題対策プロジェクト」の進捗状況を常に誰でも把握でき、７つの「重要経営課題対策プロジェクト」の進捗状況を常に誰でも把握でき、

確実な実行体制（成果）に繋げるための仕組みとして、グループウェア上に確実な実行体制（成果）に繋げるための仕組みとして、グループウェア上に確実な実行体制（成果）に繋げるための仕組みとして、グループウェア上に確実な実行体制（成果）に繋げるための仕組みとして、グループウェア上に

「東建ＰＭＳ（東建プロジェクトマネージメントシステム）」を構築し、「東建ＰＭＳ（東建プロジェクトマネージメントシステム）」を構築し、「東建ＰＭＳ（東建プロジェクトマネージメントシステム）」を構築し、「東建ＰＭＳ（東建プロジェクトマネージメントシステム）」を構築し、

プロジェクトの進捗管理を図っていく。プロジェクトの進捗管理を図っていく。プロジェクトの進捗管理を図っていく。プロジェクトの進捗管理を図っていく。

また「東建ＰＭＳ」では、「各部門の重点戦略」や「社長指示案件」等の進捗もまた「東建ＰＭＳ」では、「各部門の重点戦略」や「社長指示案件」等の進捗もまた「東建ＰＭＳ」では、「各部門の重点戦略」や「社長指示案件」等の進捗もまた「東建ＰＭＳ」では、「各部門の重点戦略」や「社長指示案件」等の進捗も

併せて管理していく併せて管理していく併せて管理していく併せて管理していく

各部門の専用サイト各部門の専用サイト各部門の専用サイト各部門の専用サイト社社社社 長長長長

進捗

確認

東建ＰＭＳ東建ＰＭＳ東建ＰＭＳ東建ＰＭＳ

進捗

確認

進捗

確認

進捗

確認

進捗状況を常に誰でも把握できる進捗状況を常に誰でも把握できる進捗状況を常に誰でも把握できる進捗状況を常に誰でも把握できる!!!!

データの閲覧データの閲覧データの閲覧データの閲覧

データの閲覧データの閲覧データの閲覧データの閲覧

・更新・更新・更新・更新



８

■■■■ 業績データ経営会議を、全社・事業ブロック・事業所の単位で実施し、業績データ経営会議を、全社・事業ブロック・事業所の単位で実施し、業績データ経営会議を、全社・事業ブロック・事業所の単位で実施し、業績データ経営会議を、全社・事業ブロック・事業所の単位で実施し、

目標と業績数値を明確化、各部門の達成度を全社員が共有する目標と業績数値を明確化、各部門の達成度を全社員が共有する目標と業績数値を明確化、各部門の達成度を全社員が共有する目標と業績数値を明確化、各部門の達成度を全社員が共有する

目標に対する達成度を目標に対する達成度を目標に対する達成度を目標に対する達成度を

全社員が共有！全社員が共有！全社員が共有！全社員が共有！

全社全社全社全社 業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議

事業ブロック事業ブロック事業ブロック事業ブロック 業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議

事業所事業所事業所事業所 業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議業績データ経営会議

２２２２....「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築「東建ＰＭＳ」の構築



出店戦略

９



３３３３....出店戦略出店戦略出店戦略出店戦略

■■■■ 「外部（市場）データ」や「内部（業績）データ」を整備し、「外部（市場）データ」や「内部（業績）データ」を整備し、「外部（市場）データ」や「内部（業績）データ」を整備し、「外部（市場）データ」や「内部（業績）データ」を整備し、

地図データと連携させることで、視覚的に賃貸需要の見込めるエリアの地図データと連携させることで、視覚的に賃貸需要の見込めるエリアの地図データと連携させることで、視覚的に賃貸需要の見込めるエリアの地図データと連携させることで、視覚的に賃貸需要の見込めるエリアの

判定を可能とする判定を可能とする判定を可能とする判定を可能とする

■■■■ 営業・建築のみの機能を持つ「二部店」と、営業・建築のみの機能を持つ「二部店」と、営業・建築のみの機能を持つ「二部店」と、営業・建築のみの機能を持つ「二部店」と、

仲介の機能のみを持った「ホームメイト店」を仲介の機能のみを持った「ホームメイト店」を仲介の機能のみを持った「ホームメイト店」を仲介の機能のみを持った「ホームメイト店」を

別店舗で設置別店舗で設置別店舗で設置別店舗で設置

【【【【出店イメージ出店イメージ出店イメージ出店イメージ】】】】

■■■■ 営業・建築営業・建築営業・建築営業・建築・仲介の機能を併せ持った・仲介の機能を併せ持った・仲介の機能を併せ持った・仲介の機能を併せ持った

「三部店」による出店も、地域特性に合わせて継続「三部店」による出店も、地域特性に合わせて継続「三部店」による出店も、地域特性に合わせて継続「三部店」による出店も、地域特性に合わせて継続

低コスト・高効率の出店を可能とし低コスト・高効率の出店を可能とし低コスト・高効率の出店を可能とし低コスト・高効率の出店を可能とし

効率的効率的効率的効率的な出店形態を実現な出店形態を実現な出店形態を実現な出店形態を実現

10



３３３３....出店戦略出店戦略出店戦略出店戦略

■■■■ 出店戦略の立案については事業監理部による現地調査や出店戦略の立案については事業監理部による現地調査や出店戦略の立案については事業監理部による現地調査や出店戦略の立案については事業監理部による現地調査や

出店審査（第３者チェック）を実施し、出店審査（第３者チェック）を実施し、出店審査（第３者チェック）を実施し、出店審査（第３者チェック）を実施し、

更なる出店戦略の精度向上に繋げる更なる出店戦略の精度向上に繋げる更なる出店戦略の精度向上に繋げる更なる出店戦略の精度向上に繋げる

■■■■ 既存事業所については、市場性や業績等から、既存事業所については、市場性や業績等から、既存事業所については、市場性や業績等から、既存事業所については、市場性や業績等から、

①移設／統廃合、②閉鎖の判定を進める①移設／統廃合、②閉鎖の判定を進める①移設／統廃合、②閉鎖の判定を進める①移設／統廃合、②閉鎖の判定を進める

事業監理部による事業監理部による事業監理部による事業監理部による

出店審査出店審査出店審査出店審査

準備室の準備室の準備室の準備室の

設置設置設置設置

事業所への事業所への事業所への事業所への

昇格判定昇格判定昇格判定昇格判定

事業所の事業所の事業所の事業所の

開設開設開設開設

■■■■ 既存準備室については、厳格な審査を行い、既存準備室については、厳格な審査を行い、既存準備室については、厳格な審査を行い、既存準備室については、厳格な審査を行い、

①支店への昇格、②準備室の継続、または③閉鎖を判断①支店への昇格、②準備室の継続、または③閉鎖を判断①支店への昇格、②準備室の継続、または③閉鎖を判断①支店への昇格、②準備室の継続、または③閉鎖を判断

優秀社員の配置優秀社員の配置優秀社員の配置優秀社員の配置 定期的に実施（半年毎）定期的に実施（半年毎）定期的に実施（半年毎）定期的に実施（半年毎）

11



業務支援ＩＴツールの

拡充

12



４４４４....業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充

■■■■ オーナー様情報、賃貸物件情報、及び賃貸物件の経営状況を一元管理するため、オーナー様情報、賃貸物件情報、及び賃貸物件の経営状況を一元管理するため、オーナー様情報、賃貸物件情報、及び賃貸物件の経営状況を一元管理するため、オーナー様情報、賃貸物件情報、及び賃貸物件の経営状況を一元管理するため、

「東建ＣＲＭ」を開発・導入「東建ＣＲＭ」を開発・導入「東建ＣＲＭ」を開発・導入「東建ＣＲＭ」を開発・導入

■■■■ 土地・家屋の地番、路線価、用途地域、土地・家屋の地番、路線価、用途地域、土地・家屋の地番、路線価、用途地域、土地・家屋の地番、路線価、用途地域、

及びオーナー様情報や賃貸物件情報を及びオーナー様情報や賃貸物件情報を及びオーナー様情報や賃貸物件情報を及びオーナー様情報や賃貸物件情報を

地図上で簡単に確認することが可能地図上で簡単に確認することが可能地図上で簡単に確認することが可能地図上で簡単に確認することが可能

業務効率の向上、業務効率の向上、業務効率の向上、業務効率の向上、

賃貸建物の経営代行システムの適切な運用、賃貸建物の経営代行システムの適切な運用、賃貸建物の経営代行システムの適切な運用、賃貸建物の経営代行システムの適切な運用、

オーナー様のＣＳ向上に繋げるオーナー様のＣＳ向上に繋げるオーナー様のＣＳ向上に繋げるオーナー様のＣＳ向上に繋げる

13

営業活動効率・営業活動効率・営業活動効率・営業活動効率・

営業提案力の向上営業提案力の向上営業提案力の向上営業提案力の向上



■■■■ 賃貸賃貸賃貸賃貸事業事業事業事業に関連するに関連するに関連するに関連する

「①相続税」「②固定資産税」「①相続税」「②固定資産税」「①相続税」「②固定資産税」「①相続税」「②固定資産税」

「③都市計画税」「④所得税」について、「③都市計画税」「④所得税」について、「③都市計画税」「④所得税」について、「③都市計画税」「④所得税」について、

タブレット機器にて資産が行えるよう、タブレット機器にて資産が行えるよう、タブレット機器にて資産が行えるよう、タブレット機器にて資産が行えるよう、

専用の「税金シミュレーション」を導入専用の「税金シミュレーション」を導入専用の「税金シミュレーション」を導入専用の「税金シミュレーション」を導入

■■■■ 現行の「市場調査報告書」に、現行の「市場調査報告書」に、現行の「市場調査報告書」に、現行の「市場調査報告書」に、

「施設検索／ホームメイト・リサーチ」や「施設検索／ホームメイト・リサーチ」や「施設検索／ホームメイト・リサーチ」や「施設検索／ホームメイト・リサーチ」や

「ご当地あれこれ」等、「ご当地あれこれ」等、「ご当地あれこれ」等、「ご当地あれこれ」等、

当社の保有する様々なデータを共有当社の保有する様々なデータを共有当社の保有する様々なデータを共有当社の保有する様々なデータを共有

■■■■ 建築技術部員にタブレット機器を貸与建築技術部員にタブレット機器を貸与建築技術部員にタブレット機器を貸与建築技術部員にタブレット機器を貸与

することにより、社内外を問わず業務することにより、社内外を問わず業務することにより、社内外を問わず業務することにより、社内外を問わず業務

の対応が可能の対応が可能の対応が可能の対応が可能

業務品質の向上業務品質の向上業務品質の向上業務品質の向上

業務効率化を図る業務効率化を図る業務効率化を図る業務効率化を図る

４４４４....業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充業務支援ＩＴツールの拡充

■■■■「賃貸部分の収支計画（アパートローン）」「賃貸部分の収支計画（アパートローン）」「賃貸部分の収支計画（アパートローン）」「賃貸部分の収支計画（アパートローン）」

「自宅部分の返済計画（住宅ローン）」「自宅部分の返済計画（住宅ローン）」「自宅部分の返済計画（住宅ローン）」「自宅部分の返済計画（住宅ローン）」

「賃貸／自宅部分の合算収支計画」を提案「賃貸／自宅部分の合算収支計画」を提案「賃貸／自宅部分の合算収支計画」を提案「賃貸／自宅部分の合算収支計画」を提案

営業提案営業提案営業提案営業提案力力力力の強化の強化の強化の強化

ストーリー性を持たせた提案書ストーリー性を持たせた提案書ストーリー性を持たせた提案書ストーリー性を持たせた提案書
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新事業戦略
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５５５５....新事業戦略新事業戦略新事業戦略新事業戦略 ～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～

■■■■ サービス付高齢者向け住宅（サ高住）は、３分類で商品開発を行うサービス付高齢者向け住宅（サ高住）は、３分類で商品開発を行うサービス付高齢者向け住宅（サ高住）は、３分類で商品開発を行うサービス付高齢者向け住宅（サ高住）は、３分類で商品開発を行う

■■■■ 高齢者高齢者高齢者高齢者向向向向けのサービスに精通している企業と業務提携契約を締結けのサービスに精通している企業と業務提携契約を締結けのサービスに精通している企業と業務提携契約を締結けのサービスに精通している企業と業務提携契約を締結

16

サービス付きサービス付きサービス付きサービス付き

高齢者向け住宅高齢者向け住宅高齢者向け住宅高齢者向け住宅

（サ高住）（サ高住）（サ高住）（サ高住）

①①①① アクティブシニアのみアクティブシニアのみアクティブシニアのみアクティブシニアのみ

②②②② 要介護者のみ要介護者のみ要介護者のみ要介護者のみ

③③③③ アクティブシニアアクティブシニアアクティブシニアアクティブシニア

＋要介護者＋要介護者＋要介護者＋要介護者

アクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェル

ジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行う

アクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェルアクティブシニアのみを対象とした場合、安否確認や生活相談等のコンシェル

ジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行うジュサービスを付加価値とし、一般的な賃貸物件との差別化を行う

要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で

幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる

要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で要介護者のみを対象にした場合、受けられるサービスの選択肢を多くする事で

幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる幅広く入居者様を募集する事ができる

要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に

する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居することができるすることができるすることができるすることができる

要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に要介護になっても、当該物件からの引越しを行なわずに住み続けられる設計に

する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居する為、アクティブシニアを長期間に渡って安心して入居することができるすることができるすることができるすることができる

パートナー企業パートナー企業パートナー企業パートナー企業

とのとのとのとの

業務提携業務提携業務提携業務提携

パートナー企業パートナー企業パートナー企業パートナー企業

とのとのとのとの

業務提携業務提携業務提携業務提携
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５５５５....新事業戦略新事業戦略新事業戦略新事業戦略 ～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～～高齢者事業の確立～

■■■■ 「①介護サービスエリア」と「②アクティブシニアマンションエリア」の「①介護サービスエリア」と「②アクティブシニアマンションエリア」の「①介護サービスエリア」と「②アクティブシニアマンションエリア」の「①介護サービスエリア」と「②アクティブシニアマンションエリア」の

２つのゾーンを組み合わせる「ハイブリット型」として展開２つのゾーンを組み合わせる「ハイブリット型」として展開２つのゾーンを組み合わせる「ハイブリット型」として展開２つのゾーンを組み合わせる「ハイブリット型」として展開

■■■■ アクティブシニアマンション居住エリアには「コンシェルジュ」を設置し、アクティブシニアマンション居住エリアには「コンシェルジュ」を設置し、アクティブシニアマンション居住エリアには「コンシェルジュ」を設置し、アクティブシニアマンション居住エリアには「コンシェルジュ」を設置し、

入居者様が日頃の暮らしの中で感じる不安やお困り事に対して必要な入居者様が日頃の暮らしの中で感じる不安やお困り事に対して必要な入居者様が日頃の暮らしの中で感じる不安やお困り事に対して必要な入居者様が日頃の暮らしの中で感じる不安やお困り事に対して必要な

各種サービスを提供各種サービスを提供各種サービスを提供各種サービスを提供
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②②②② アクティブシニアアクティブシニアアクティブシニアアクティブシニア

マンション居住エリアマンション居住エリアマンション居住エリアマンション居住エリア

①①①① 介護サービス介護サービス介護サービス介護サービス

（デイ・ステイ）エリア（デイ・ステイ）エリア（デイ・ステイ）エリア（デイ・ステイ）エリア

入口

当社は②当社は②当社は②当社は② アクティブシニアマンョンのアクティブシニアマンョンのアクティブシニアマンョンのアクティブシニアマンョンの

居住エリアのみ管理居住エリアのみ管理居住エリアのみ管理居住エリアのみ管理

高齢者向けの①高齢者向けの①高齢者向けの①高齢者向けの① 介護サービスは、介護サービスは、介護サービスは、介護サービスは、

介護事業者に業務委託介護事業者に業務委託介護事業者に業務委託介護事業者に業務委託

入口

生活サポートサービス生活サポートサービス 食事提供サービス食事提供サービス

緊急告知サービス緊急告知サービス生活相談サービス生活相談サービス

コンシェルジュサービスコンシェルジュサービス



５５５５....新事業戦略新事業戦略新事業戦略新事業戦略 ～～～～ホテル会員権の販売ホテル会員権の販売ホテル会員権の販売ホテル会員権の販売～～～～

■■■■ 東建グループにおける東建グループにおける東建グループにおける東建グループにおける、、、、ゴルフ・リゾート事業の拡大を目的として、ゴルフ・リゾート事業の拡大を目的として、ゴルフ・リゾート事業の拡大を目的として、ゴルフ・リゾート事業の拡大を目的として、

東建多度カントリークラブ・名古屋の敷地内にタイムシェアリング方式を東建多度カントリークラブ・名古屋の敷地内にタイムシェアリング方式を東建多度カントリークラブ・名古屋の敷地内にタイムシェアリング方式を東建多度カントリークラブ・名古屋の敷地内にタイムシェアリング方式を

採用した会員制リゾートホテル「ホテル多度温泉採用した会員制リゾートホテル「ホテル多度温泉採用した会員制リゾートホテル「ホテル多度温泉採用した会員制リゾートホテル「ホテル多度温泉 レジデンス新館」がレジデンス新館」がレジデンス新館」がレジデンス新館」が

平成平成平成平成27272727年年年年10101010月に誕生月に誕生月に誕生月に誕生
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温泉プール（ジャグジー/サウナ） ２Ｆ／ゴルフ練習場

レセプションルーム（和室） ゲストルーム（多目的ルーム）

シミュレーションゴルフ ＆

ゴルフバー（談話コーナー）

フィットネス

ホテル多度温泉ホテル多度温泉ホテル多度温泉ホテル多度温泉 レジデンス新館レジデンス新館レジデンス新館レジデンス新館

鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造 地上８階建（地上８階建（地上８階建（地上８階建（21212121室）室）室）室）

計計計計 13 13 13 13 部屋部屋部屋部屋

（（（（AAAAタイプ２室、タイプ２室、タイプ２室、タイプ２室、BBBBタイプ７室、タイプ７室、タイプ７室、タイプ７室、CCCCタイプ４室）タイプ４室）タイプ４室）タイプ４室）

入会入会入会入会金制（金制（金制（金制（30303030年間の施設利用権）年間の施設利用権）年間の施設利用権）年間の施設利用権）

１部屋を１部屋を１部屋を１部屋を12121212人（口）相当でシェアする人（口）相当でシェアする人（口）相当でシェアする人（口）相当でシェアする

タイムシェアリング方式タイムシェアリング方式タイムシェアリング方式タイムシェアリング方式

30303030泊泊泊泊

宿泊宿泊宿泊宿泊料金料金料金料金は別途必要は別途必要は別途必要は別途必要

施設名称施設名称施設名称施設名称

構造規模構造規模構造規模構造規模

ホテル会員権ホテル会員権ホテル会員権ホテル会員権

販売部屋数販売部屋数販売部屋数販売部屋数

１口あたりの１口あたりの１口あたりの１口あたりの

年間利用日数年間利用日数年間利用日数年間利用日数

会員権会員権会員権会員権の種類の種類の種類の種類

会員制方式会員制方式会員制方式会員制方式



５５５５....新事業戦略新事業戦略新事業戦略新事業戦略 ～～～～高級賃貸マンション事業高級賃貸マンション事業高級賃貸マンション事業高級賃貸マンション事業～～～～

■■■■ 当社では、千種タワーヒルズ（名古屋市千種区）続き、当社では、千種タワーヒルズ（名古屋市千種区）続き、当社では、千種タワーヒルズ（名古屋市千種区）続き、当社では、千種タワーヒルズ（名古屋市千種区）続き、

２棟目となる高級賃貸マンション「栄タワーヒルズ（仮称）」を建設２棟目となる高級賃貸マンション「栄タワーヒルズ（仮称）」を建設２棟目となる高級賃貸マンション「栄タワーヒルズ（仮称）」を建設２棟目となる高級賃貸マンション「栄タワーヒルズ（仮称）」を建設

（（（（2016201620162016年に着工を予定）年に着工を予定）年に着工を予定）年に着工を予定）
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栄タワーヒルズ（仮称）の完成予想図栄タワーヒルズ（仮称）の完成予想図栄タワーヒルズ（仮称）の完成予想図栄タワーヒルズ（仮称）の完成予想図

栄タワーヒルズ（仮称）栄タワーヒルズ（仮称）栄タワーヒルズ（仮称）栄タワーヒルズ（仮称）

鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造鉄筋コンクリート造 地上地上地上地上28282828階建（約階建（約階建（約階建（約160160160160室）室）室）室）

愛知県名古屋市中区栄愛知県名古屋市中区栄愛知県名古屋市中区栄愛知県名古屋市中区栄

3095309530953095平方メートル平方メートル平方メートル平方メートル

施設名称施設名称施設名称施設名称

構造規模構造規模構造規模構造規模

所在地所在地所在地所在地

敷地面積敷地面積敷地面積敷地面積

■■■■ 現在、土地を保有している名古屋市中区丸の内現在、土地を保有している名古屋市中区丸の内現在、土地を保有している名古屋市中区丸の内現在、土地を保有している名古屋市中区丸の内

にも高級賃貸マンションにも高級賃貸マンションにも高級賃貸マンションにも高級賃貸マンションのののの建設を計画建設を計画建設を計画建設を計画

高級賃貸マンション事業を新たな収益の柱に育てる高級賃貸マンション事業を新たな収益の柱に育てる高級賃貸マンション事業を新たな収益の柱に育てる高級賃貸マンション事業を新たな収益の柱に育てる

■■■■ 今後今後今後今後200200200200億円を限度に高級賃貸マンション事業に億円を限度に高級賃貸マンション事業に億円を限度に高級賃貸マンション事業に億円を限度に高級賃貸マンション事業に

投資をしていく投資をしていく投資をしていく投資をしていく



部門別重点戦略
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６６６６----１１１１....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【営業開発部営業開発部営業開発部営業開発部】】】】

営業開発部員の行動の習慣化、営業活動中の無営業開発部員の行動の習慣化、営業活動中の無営業開発部員の行動の習慣化、営業活動中の無営業開発部員の行動の習慣化、営業活動中の無

駄な時間の削減、日々の営業活動をサポートで駄な時間の削減、日々の営業活動をサポートで駄な時間の削減、日々の営業活動をサポートで駄な時間の削減、日々の営業活動をサポートで

きる体制を整え、有効顧客数の増大へと繋げるきる体制を整え、有効顧客数の増大へと繋げるきる体制を整え、有効顧客数の増大へと繋げるきる体制を整え、有効顧客数の増大へと繋げる

新入新入新入新入社員社員社員社員における受注者比率、及び定着率の向における受注者比率、及び定着率の向における受注者比率、及び定着率の向における受注者比率、及び定着率の向

上を図るため、主席営業課長を「育成責任者」上を図るため、主席営業課長を「育成責任者」上を図るため、主席営業課長を「育成責任者」上を図るため、主席営業課長を「育成責任者」

として任命し、教育・指導・同行を徹底させるとして任命し、教育・指導・同行を徹底させるとして任命し、教育・指導・同行を徹底させるとして任命し、教育・指導・同行を徹底させる

～～～～ 営業７大重点戦略営業７大重点戦略営業７大重点戦略営業７大重点戦略 ～～～～

１１１１

２２２２

３３３３

「女性社員のメンタルサポート体制の構築」や「女性社員のメンタルサポート体制の構築」や「女性社員のメンタルサポート体制の構築」や「女性社員のメンタルサポート体制の構築」や

「女性専用相談窓口の設置」等、様々な環境改「女性専用相談窓口の設置」等、様々な環境改「女性専用相談窓口の設置」等、様々な環境改「女性専用相談窓口の設置」等、様々な環境改

善を行い女性社員の採用強化、活躍促進を図る善を行い女性社員の採用強化、活躍促進を図る善を行い女性社員の採用強化、活躍促進を図る善を行い女性社員の採用強化、活躍促進を図る
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４４４４

オーナー様に対して徹底した定期訪問を実施すオーナー様に対して徹底した定期訪問を実施すオーナー様に対して徹底した定期訪問を実施すオーナー様に対して徹底した定期訪問を実施す

ると共に、オーナー様のご要望に対する速やかると共に、オーナー様のご要望に対する速やかると共に、オーナー様のご要望に対する速やかると共に、オーナー様のご要望に対する速やか

な改善対応及び関連部署への情報共有をな改善対応及び関連部署への情報共有をな改善対応及び関連部署への情報共有をな改善対応及び関連部署への情報共有を強化強化強化強化すすすす

ることでリピート・紹介受注の促進に繋げるることでリピート・紹介受注の促進に繋げるることでリピート・紹介受注の促進に繋げるることでリピート・紹介受注の促進に繋げる



６６６６----１１１１....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【営業開発部営業開発部営業開発部営業開発部】】】】

金融金融金融金融機関への定期訪問を継続的に機関への定期訪問を継続的に機関への定期訪問を継続的に機関への定期訪問を継続的に実施実施実施実施しししし、融資、融資、融資、融資

実績のある金融機関との実績のある金融機関との実績のある金融機関との実績のある金融機関との連携連携連携連携強化強化強化強化を図ると共にを図ると共にを図ると共にを図ると共に

、、、、 融資先融資先融資先融資先金融機関の新規開拓を金融機関の新規開拓を金融機関の新規開拓を金融機関の新規開拓を行う行う行う行うことでことでことでことで、、、、融融融融

資条件の緩和資条件の緩和資条件の緩和資条件の緩和交渉交渉交渉交渉、建築情報の獲得に繋げる、建築情報の獲得に繋げる、建築情報の獲得に繋げる、建築情報の獲得に繋げる

５５５５

６６６６

全国の提携税理士を組織化した「東建税務会計全国の提携税理士を組織化した「東建税務会計全国の提携税理士を組織化した「東建税務会計全国の提携税理士を組織化した「東建税務会計

センター」を設置し、お客様・オーナー様に対センター」を設置し、お客様・オーナー様に対センター」を設置し、お客様・オーナー様に対センター」を設置し、お客様・オーナー様に対

して、資産に関する的確なアドバイスが行えるして、資産に関する的確なアドバイスが行えるして、資産に関する的確なアドバイスが行えるして、資産に関する的確なアドバイスが行える

体制を構築体制を構築体制を構築体制を構築

22

容積率の大きな土地をフルに容積率の大きな土地をフルに容積率の大きな土地をフルに容積率の大きな土地をフルに有効活用有効活用有効活用有効活用し、し、し、し、

お客様に安心・安全・快適な住まいお客様に安心・安全・快適な住まいお客様に安心・安全・快適な住まいお客様に安心・安全・快適な住まい((((自宅自宅自宅自宅))))づくりでづくりでづくりでづくりでご満足ご満足ご満足ご満足いただくと共に、いただくと共に、いただくと共に、いただくと共に、

賃貸マンション経営による賃貸マンション経営による賃貸マンション経営による賃貸マンション経営による安定収入安定収入安定収入安定収入とととと節税効果節税効果節税効果節税効果を実現することができる。を実現することができる。を実現することができる。を実現することができる。

地価地価地価地価の高い都市部等の不動産所有者様に対し、の高い都市部等の不動産所有者様に対し、の高い都市部等の不動産所有者様に対し、の高い都市部等の不動産所有者様に対し、

相続税対策として相続税対策として相続税対策として相続税対策として「自宅併用賃貸マンション」「自宅併用賃貸マンション」「自宅併用賃貸マンション」「自宅併用賃貸マンション」

をご提案する「ＵＳをご提案する「ＵＳをご提案する「ＵＳをご提案する「ＵＳＥＥＥＥ（ユース）（ユース）（ユース）（ユース）プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクト

」により、成約率の向上に繋げる」により、成約率の向上に繋げる」により、成約率の向上に繋げる」により、成約率の向上に繋げる

７７７７



６６６６----２２２２....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【建築技術部建築技術部建築技術部建築技術部／／／／設計事業部設計事業部設計事業部設計事業部】】】】

■■■■ 本社管理部門にて粗利率の問題点や課題を抽本社管理部門にて粗利率の問題点や課題を抽本社管理部門にて粗利率の問題点や課題を抽本社管理部門にて粗利率の問題点や課題を抽

出し、ブロック役職者へ周知・是正を行って出し、ブロック役職者へ周知・是正を行って出し、ブロック役職者へ周知・是正を行って出し、ブロック役職者へ周知・是正を行って

いくと共に、一定水準を下回る事業所へ指導いくと共に、一定水準を下回る事業所へ指導いくと共に、一定水準を下回る事業所へ指導いくと共に、一定水準を下回る事業所へ指導

会を実施し、粗利率の改善を図る会を実施し、粗利率の改善を図る会を実施し、粗利率の改善を図る会を実施し、粗利率の改善を図る

■■■■ 「建築工事市場単価表」をブロック役職者に「建築工事市場単価表」をブロック役職者に「建築工事市場単価表」をブロック役職者に「建築工事市場単価表」をブロック役職者に

配布し、配布し、配布し、配布し、工事原価工事原価工事原価工事原価適正化を図る適正化を図る適正化を図る適正化を図る

～～～～ 建築・設計部の４大重点戦略建築・設計部の４大重点戦略建築・設計部の４大重点戦略建築・設計部の４大重点戦略 ～～～～

１１１１

２２２２

粗利率の改善粗利率の改善粗利率の改善粗利率の改善
粗利

工事

原価

「建築工事市場単価表」

を確認した上での発注

・粗利データのチェック

・問題点周知、是正

・指導会実施

工事工事工事工事原価の原価の原価の原価の

適正化適正化適正化適正化

■■■■ 建築・設計部員が不足している事業所に対して建築・設計部員が不足している事業所に対して建築・設計部員が不足している事業所に対して建築・設計部員が不足している事業所に対して

増員を行う増員を行う増員を行う増員を行う

■■■■ 事業プラン会議の実施、及び設計事業部による事業プラン会議の実施、及び設計事業部による事業プラン会議の実施、及び設計事業部による事業プラン会議の実施、及び設計事業部による

配置図全数チェックの徹底配置図全数チェックの徹底配置図全数チェックの徹底配置図全数チェックの徹底

粗利

工事

原価

23

受注支援受注支援受注支援受注支援体制体制体制体制の強化の強化の強化の強化

■■■■ 今まで独立していた３つの社内システムを連携し、今まで独立していた３つの社内システムを連携し、今まで独立していた３つの社内システムを連携し、今まで独立していた３つの社内システムを連携し、

受注から建築における業務プロセスを可視化受注から建築における業務プロセスを可視化受注から建築における業務プロセスを可視化受注から建築における業務プロセスを可視化

建築・設計部員

が不足している

事業所に対して

増員

・事業プラン会議

の実施

・配置図全数

チェックの徹底

３つの社内

システムを連携



６６６６----２２２２....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【建築技術部建築技術部建築技術部建築技術部／／／／設計事業部設計事業部設計事業部設計事業部】】】】

■■■■ 「着工」や「工期」に関するデータを「着工」や「工期」に関するデータを「着工」や「工期」に関するデータを「着工」や「工期」に関するデータを

様々な視点から分析様々な視点から分析様々な視点から分析様々な視点から分析しししし、、、、

本社から本社から本社から本社から指導指導指導指導を行うを行うを行うを行う

■■■■ 受注受注受注受注から着工までの進捗管理を徹底から着工までの進捗管理を徹底から着工までの進捗管理を徹底から着工までの進捗管理を徹底

することで着工阻害要因を早期に解決し、することで着工阻害要因を早期に解決し、することで着工阻害要因を早期に解決し、することで着工阻害要因を早期に解決し、

早期着工と工期遵守を推進早期着工と工期遵守を推進早期着工と工期遵守を推進早期着工と工期遵守を推進

■■■■ 事業所外で業務を行う事業所外で業務を行う事業所外で業務を行う事業所外で業務を行う建築技術部員の業務効率化を図るため、タブレット機器を貸与建築技術部員の業務効率化を図るため、タブレット機器を貸与建築技術部員の業務効率化を図るため、タブレット機器を貸与建築技術部員の業務効率化を図るため、タブレット機器を貸与

24

３３３３

４４４４

建築技術部

員に対して

タブレット

機器を貸与

進捗管理の進捗管理の進捗管理の進捗管理の

徹底徹底徹底徹底

「工期」「工期」「工期」「工期」

「着工」「着工」「着工」「着工」

データデータデータデータ

・データ分析・データ分析・データ分析・データ分析

・本社から継続的な・本社から継続的な・本社から継続的な・本社から継続的な

指導指導指導指導

着工阻害要因の着工阻害要因の着工阻害要因の着工阻害要因の

早期解決早期解決早期解決早期解決

「着工」や「着工」や「着工」や「着工」や

「工期」の「工期」の「工期」の「工期」の

意識付け意識付け意識付け意識付け

・早期着工・早期着工・早期着工・早期着工

・工期遵守・工期遵守・工期遵守・工期遵守

「自主施工検査」に対応できるよう改修「自主施工検査」に対応できるよう改修「自主施工検査」に対応できるよう改修「自主施工検査」に対応できるよう改修

工事現場での事務作業工事現場での事務作業工事現場での事務作業工事現場での事務作業

「施設検索／ホームメイト・リサーチ」「施設検索／ホームメイト・リサーチ」「施設検索／ホームメイト・リサーチ」「施設検索／ホームメイト・リサーチ」

への投稿への投稿への投稿への投稿

「ＴＶ会議機能」による「ＴＶ会議機能」による「ＴＶ会議機能」による「ＴＶ会議機能」による

社員教育・現場指導社員教育・現場指導社員教育・現場指導社員教育・現場指導

・業務効率化・生産性の向上・業務効率化・生産性の向上・業務効率化・生産性の向上・業務効率化・生産性の向上

・施工品質の向上・施工品質の向上・施工品質の向上・施工品質の向上

・お客様やオーナー様の・お客様やオーナー様の・お客様やオーナー様の・お客様やオーナー様の

満足度向上満足度向上満足度向上満足度向上



６６６６----３３３３....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【仲介管理部仲介管理部仲介管理部仲介管理部】】】】

■■■■ 自社自社自社自社物件物件物件物件のＰＲツールの拡充のＰＲツールの拡充のＰＲツールの拡充のＰＲツールの拡充

～～～～ 仲介の３大重点戦略仲介の３大重点戦略仲介の３大重点戦略仲介の３大重点戦略 ～～～～

１１１１

25

■■■■ 家賃家賃家賃家賃や仲介手数料のサービスに加えて、物件そのものの価値を高めや仲介手数料のサービスに加えて、物件そのものの価値を高めや仲介手数料のサービスに加えて、物件そのものの価値を高めや仲介手数料のサービスに加えて、物件そのものの価値を高め

将来にわたって安定した入居付けを実現するため、将来にわたって安定した入居付けを実現するため、将来にわたって安定した入居付けを実現するため、将来にわたって安定した入居付けを実現するため、

リフォームの強化を図るリフォームの強化を図るリフォームの強化を図るリフォームの強化を図る

入居仲介入居仲介入居仲介入居仲介

・ＰＲツールの拡充

・自社物件の教育制度拡充

リフォーム強化リフォーム強化リフォーム強化リフォーム強化

・リフォーム保証制度の検討

・リフォームパックの商品化検討

自社物件の自社物件の自社物件の自社物件の

仲介強化策仲介強化策仲介強化策仲介強化策

自社仲介の自社仲介の自社仲介の自社仲介の

最大化最大化最大化最大化

他社仲介依頼の他社仲介依頼の他社仲介依頼の他社仲介依頼の

継続継続継続継続

物件価値の向上による物件価値の向上による物件価値の向上による物件価値の向上による

将来にわたる安定した将来にわたる安定した将来にわたる安定した将来にわたる安定した

入居付けの実現入居付けの実現入居付けの実現入居付けの実現

オーナー様の賃貸事業収益の最大化・ＣＳ向上オーナー様の賃貸事業収益の最大化・ＣＳ向上オーナー様の賃貸事業収益の最大化・ＣＳ向上オーナー様の賃貸事業収益の最大化・ＣＳ向上



６６６６----３３３３....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【仲介管理部仲介管理部仲介管理部仲介管理部】】】】

■■■■ 営業営業営業営業部門に部門に部門に部門に対して入居者様ニーズ（情報）をフィードバック対して入居者様ニーズ（情報）をフィードバック対して入居者様ニーズ（情報）をフィードバック対して入居者様ニーズ（情報）をフィードバック

２２２２

３３３３
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■■■■ 店舗間の人員ローテーション店舗間の人員ローテーション店舗間の人員ローテーション店舗間の人員ローテーション等による人員配置の最適化等による人員配置の最適化等による人員配置の最適化等による人員配置の最適化

■■■■ トータルトータルトータルトータルでオーナー様をサポートする仕組みを構築でオーナー様をサポートする仕組みを構築でオーナー様をサポートする仕組みを構築でオーナー様をサポートする仕組みを構築

■■■■ 一般一般一般一般物件物件物件物件の「直接仕入れ・管理受託」を促進の「直接仕入れ・管理受託」を促進の「直接仕入れ・管理受託」を促進の「直接仕入れ・管理受託」を促進

受注増大策受注増大策受注増大策受注増大策

受付システムの運用徹底受付システムの運用徹底受付システムの運用徹底受付システムの運用徹底

オーナー様サポートのオーナー様サポートのオーナー様サポートのオーナー様サポートの

仕組み構築仕組み構築仕組み構築仕組み構築

一般物件の「直接仕入れ・一般物件の「直接仕入れ・一般物件の「直接仕入れ・一般物件の「直接仕入れ・

営業受注」の促進営業受注」の促進営業受注」の促進営業受注」の促進

入居仲介ニーズに即した入居仲介ニーズに即した入居仲介ニーズに即した入居仲介ニーズに即した

営業提案の実現営業提案の実現営業提案の実現営業提案の実現

リピート受注拡大リピート受注拡大リピート受注拡大リピート受注拡大

一般一般一般一般物件物件物件物件のオーナー様からののオーナー様からののオーナー様からののオーナー様からの

建築受注拡大建築受注拡大建築受注拡大建築受注拡大



■■■■ 不良不良不良不良業務業務業務業務の防止・是正、不正行為の防止・牽制、優良業務の増大を推進の防止・是正、不正行為の防止・牽制、優良業務の増大を推進の防止・是正、不正行為の防止・牽制、優良業務の増大を推進の防止・是正、不正行為の防止・牽制、優良業務の増大を推進

６６６６----４４４４....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【事業監理部事業監理部事業監理部事業監理部】】】】

■■■■ 「長期未受注社員本社指導会」の運営責任部署として関係部署と連携し、「長期未受注社員本社指導会」の運営責任部署として関係部署と連携し、「長期未受注社員本社指導会」の運営責任部署として関係部署と連携し、「長期未受注社員本社指導会」の運営責任部署として関係部署と連携し、

長期未受注社員の削減に努める長期未受注社員の削減に努める長期未受注社員の削減に努める長期未受注社員の削減に努める

経営指導室経営指導室経営指導室経営指導室事業審査室事業審査室事業審査室事業審査室 業進検査室業進検査室業進検査室業進検査室

北日本北日本北日本北日本 首都圏首都圏首都圏首都圏 中日本中日本中日本中日本 関西関西関西関西 中四国中四国中四国中四国 南日本南日本南日本南日本

五大職務の正しい遂行五大職務の正しい遂行五大職務の正しい遂行五大職務の正しい遂行

受注受注受注受注 → → → → 着工準備着工準備着工準備着工準備 → → → → 着工着工着工着工 → → → → 完工完工完工完工 → → → → 入居仲介入居仲介入居仲介入居仲介

データに基づく経営分析、経営指導データに基づく経営分析、経営指導データに基づく経営分析、経営指導データに基づく経営分析、経営指導

業績分析業績分析業績分析業績分析 → → → → 指導指導指導指導 → → → → ﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ → → → → 評価評価評価評価 → → → → 表彰表彰表彰表彰

「ハイスピード・マネジメントによる経営強化」「ハイスピード・マネジメントによる経営強化」「ハイスピード・マネジメントによる経営強化」「ハイスピード・マネジメントによる経営強化」

●●●●審査審査審査審査・・・・検査活動の業務精度向上による不良業務の撲滅と優良業務の増大検査活動の業務精度向上による不良業務の撲滅と優良業務の増大検査活動の業務精度向上による不良業務の撲滅と優良業務の増大検査活動の業務精度向上による不良業務の撲滅と優良業務の増大

●●●●不正防止不正防止不正防止不正防止、、、、牽制活動による健全な組織運営体制の確立牽制活動による健全な組織運営体制の確立牽制活動による健全な組織運営体制の確立牽制活動による健全な組織運営体制の確立

●●●●業績データ経営会議の運営業績データ経営会議の運営業績データ経営会議の運営業績データ経営会議の運営、、、、長期未受注社員本社指導会の運営長期未受注社員本社指導会の運営長期未受注社員本社指導会の運営長期未受注社員本社指導会の運営
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■■■■ 学卒社員について、女性の採用を学卒社員について、女性の採用を学卒社員について、女性の採用を学卒社員について、女性の採用を

積極的に行う積極的に行う積極的に行う積極的に行う

６６６６----４４４４....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【ホームメイト営業部ホームメイト営業部ホームメイト営業部ホームメイト営業部】】】】
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■■■■ ホームメイトＦＣ加盟店へホームメイトＦＣ加盟店へホームメイトＦＣ加盟店へホームメイトＦＣ加盟店へのののの定期訪問定期訪問定期訪問定期訪問

による店舗運営アドバイスを実施による店舗運営アドバイスを実施による店舗運営アドバイスを実施による店舗運営アドバイスを実施

■■■■ ＩＴシステムの拡充により不動産ＩＴシステムの拡充により不動産ＩＴシステムの拡充により不動産ＩＴシステムの拡充により不動産

仲介業における業務を大幅に軽減し仲介業における業務を大幅に軽減し仲介業における業務を大幅に軽減し仲介業における業務を大幅に軽減し

ホームメイトＦＣ加盟店、ホームメイトＦＣ加盟店、ホームメイトＦＣ加盟店、ホームメイトＦＣ加盟店、

ホームメイト倶楽部（ネット会員）のホームメイト倶楽部（ネット会員）のホームメイト倶楽部（ネット会員）のホームメイト倶楽部（ネット会員）の

開拓促進に努める開拓促進に努める開拓促進に努める開拓促進に努める

１１１１

２２２２

３３３３

■■■■ 中途社員について、入居仲介業務の中途社員について、入居仲介業務の中途社員について、入居仲介業務の中途社員について、入居仲介業務の

スキルや経験のある有能な人材を採用スキルや経験のある有能な人材を採用スキルや経験のある有能な人材を採用スキルや経験のある有能な人材を採用

営業力営業力営業力営業力の強化の強化の強化の強化

加盟・掲載店舗数加盟・掲載店舗数加盟・掲載店舗数加盟・掲載店舗数

掲載物件施設数掲載物件施設数掲載物件施設数掲載物件施設数をををを増大増大増大増大

■■■■ Ｗｅｂ制作部と定期的に合同会議をＷｅｂ制作部と定期的に合同会議をＷｅｂ制作部と定期的に合同会議をＷｅｂ制作部と定期的に合同会議を

開催し、Ｗｅｂサイトの改良を提言開催し、Ｗｅｂサイトの改良を提言開催し、Ｗｅｂサイトの改良を提言開催し、Ｗｅｂサイトの改良を提言

４４４４

顧客顧客顧客顧客の要望や意見を反映させの要望や意見を反映させの要望や意見を反映させの要望や意見を反映させ

たＷｅｂサイトの構築を図るたＷｅｂサイトの構築を図るたＷｅｂサイトの構築を図るたＷｅｂサイトの構築を図る

ホームメイトＦＣ店、ホームメイト倶楽部（ネット会員）拡充を推進しホームメイトＦＣ店、ホームメイト倶楽部（ネット会員）拡充を推進しホームメイトＦＣ店、ホームメイト倶楽部（ネット会員）拡充を推進しホームメイトＦＣ店、ホームメイト倶楽部（ネット会員）拡充を推進し

全国不動産仲介店舗ネットワークの完成を目指す全国不動産仲介店舗ネットワークの完成を目指す全国不動産仲介店舗ネットワークの完成を目指す全国不動産仲介店舗ネットワークの完成を目指す!!!!



■■■■ 施設に関するお気に入り投稿施設に関するお気に入り投稿施設に関するお気に入り投稿施設に関するお気に入り投稿

（口コミ・写真／動画）（口コミ・写真／動画）（口コミ・写真／動画）（口コミ・写真／動画）を促進を促進を促進を促進し、し、し、し、

投稿件数が投稿件数が投稿件数が投稿件数が200200200200万件を突破万件を突破万件を突破万件を突破

今後今後今後今後は、は、は、は、更なる機能拡充更なる機能拡充更なる機能拡充更なる機能拡充やややや

Ｗｅｂコンテンツの充実化Ｗｅｂコンテンツの充実化Ｗｅｂコンテンツの充実化Ｗｅｂコンテンツの充実化

投稿アプリのリリースを予定投稿アプリのリリースを予定投稿アプリのリリースを予定投稿アプリのリリースを予定

■■■■ 「「「「地域から施設検索」における地域から施設検索」における地域から施設検索」における地域から施設検索」における

賃貸物件検索機能の特許を取得賃貸物件検索機能の特許を取得賃貸物件検索機能の特許を取得賃貸物件検索機能の特許を取得

現在は東建グループで全８サイト！

■■■■ スマートフォン・タブレット・ケータイスマートフォン・タブレット・ケータイスマートフォン・タブレット・ケータイスマートフォン・タブレット・ケータイ

ＰＣに最適化したサイトの展開ＰＣに最適化したサイトの展開ＰＣに最適化したサイトの展開ＰＣに最適化したサイトの展開

■■■■ スマートフォンとタブレットにスマートフォンとタブレットにスマートフォンとタブレットにスマートフォンとタブレットに

特に重点を置き特に重点を置き特に重点を置き特に重点を置きユーザーにとってユーザーにとってユーザーにとってユーザーにとって

有益なコンテンツの更なる拡充を推進有益なコンテンツの更なる拡充を推進有益なコンテンツの更なる拡充を推進有益なコンテンツの更なる拡充を推進

６６６６----５５５５....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ制作部制作部制作部制作部】】】】

■■■■ モバイル検索において８つの公式サイトモバイル検索において８つの公式サイトモバイル検索において８つの公式サイトモバイル検索において８つの公式サイト

で情報を提供で情報を提供で情報を提供で情報を提供

入居仲介促進による入居率の向上、

営業受注のための後方支援へと繋げる！！
29

１１１１ ２２２２



■■■■ FacebookFacebookFacebookFacebookややややTwitterTwitterTwitterTwitter、、、、You TubeYou TubeYou TubeYou Tubeなどのなどのなどのなどの

大手のＳＮＳの公式アカウントを取得し大手のＳＮＳの公式アカウントを取得し大手のＳＮＳの公式アカウントを取得し大手のＳＮＳの公式アカウントを取得し

施設情報を発信施設情報を発信施設情報を発信施設情報を発信

６６６６----５５５５....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【ＷｅｂＷｅｂＷｅｂＷｅｂ制作部制作部制作部制作部】】】】
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３３３３

継続的に情報発信を行い、

社外ＰＲ・集客を強化していく！！

今後今後今後今後は、ＬＩＮＥスタンプのは、ＬＩＮＥスタンプのは、ＬＩＮＥスタンプのは、ＬＩＮＥスタンプの

配信等を予定配信等を予定配信等を予定配信等を予定

４４４４

■■■■ 過去過去過去過去の掲載物件を網羅したの掲載物件を網羅したの掲載物件を網羅したの掲載物件を網羅した

「全掲載物件検索コンテンツ」を「全掲載物件検索コンテンツ」を「全掲載物件検索コンテンツ」を「全掲載物件検索コンテンツ」を

追加し空室物件だけでは拾いきれない追加し空室物件だけでは拾いきれない追加し空室物件だけでは拾いきれない追加し空室物件だけでは拾いきれない

ユーザー様のニーズをカバーするユーザー様のニーズをカバーするユーザー様のニーズをカバーするユーザー様のニーズをカバーする

５５５５

■■■■ 東建グループサイトをリニューアルし、東建グループサイトをリニューアルし、東建グループサイトをリニューアルし、東建グループサイトをリニューアルし、

時代の流れにあわせ最適化を図っていく時代の流れにあわせ最適化を図っていく時代の流れにあわせ最適化を図っていく時代の流れにあわせ最適化を図っていく



■■■■ コストパフォーマンスを最大化したコストパフォーマンスを最大化したコストパフォーマンスを最大化したコストパフォーマンスを最大化したアパートアパートアパートアパート商品及び商品及び商品及び商品及びＲＣ造ＲＣ造ＲＣ造ＲＣ造商品の商品の商品の商品の開発開発開発開発

■■■■ アパートアパートアパートアパート規格規格規格規格商品の間取り及び戸数、商品の間取り及び戸数、商品の間取り及び戸数、商品の間取り及び戸数、賃貸マンション規格商品の間取り拡充賃貸マンション規格商品の間取り拡充賃貸マンション規格商品の間取り拡充賃貸マンション規格商品の間取り拡充

■■■■ 「沖縄ＲＣ造商品」の開発「沖縄ＲＣ造商品」の開発「沖縄ＲＣ造商品」の開発「沖縄ＲＣ造商品」の開発

■■■■ シェルルシリーズシェルルシリーズシェルルシリーズシェルルシリーズ新工法の開発新工法の開発新工法の開発新工法の開発

１１１１

６６６６----６６６６....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【商品開発室商品開発室商品開発室商品開発室】】】】

■■■■ 木造（２木造（２木造（２木造（２××××４工法）商品の遮音性の強化４工法）商品の遮音性の強化４工法）商品の遮音性の強化４工法）商品の遮音性の強化

■■■■ コストダウンの強化コストダウンの強化コストダウンの強化コストダウンの強化

・高耐震／制震鉄骨造の開発

・鉄骨地中梁工法の開発
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新商品の開発や建物性能の強化を図ることで

受注増大・入居率の向上に繋げる！！



６６６６----６６６６....部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略部門別重点戦略【【【【商品開発室商品開発室商品開発室商品開発室】】】】

■■■■ ハイグレードマンションハイグレードマンションハイグレードマンションハイグレードマンション

（高級マンション）の開発（高級マンション）の開発（高級マンション）の開発（高級マンション）の開発

２２２２ ４４４４

■■■■ アクティブシニアアクティブシニアアクティブシニアアクティブシニアマンションの開発マンションの開発マンションの開発マンションの開発

■■■■ 自宅併用マンションの自宅併用マンションの自宅併用マンションの自宅併用マンションの

受注促進受注促進受注促進受注促進

３３３３

■■■■ 社内・社外向けＷｅｂコンテンツの整備社内・社外向けＷｅｂコンテンツの整備社内・社外向けＷｅｂコンテンツの整備社内・社外向けＷｅｂコンテンツの整備

■■■■ タブレット機器を中心としたタブレット機器を中心としたタブレット機器を中心としたタブレット機器を中心とした

営業ツールの整備営業ツールの整備営業ツールの整備営業ツールの整備

■■■■ ナスラック製品開発会議の実施ナスラック製品開発会議の実施ナスラック製品開発会議の実施ナスラック製品開発会議の実施

■■■■ 設備グレードチョイスシステムの整備設備グレードチョイスシステムの整備設備グレードチョイスシステムの整備設備グレードチョイスシステムの整備

■■■■ ナスラック製品ナスラック製品ナスラック製品ナスラック製品ＰＲの強化ＰＲの強化ＰＲの強化ＰＲの強化

■■■■ シェルル３階建てマンションの開発シェルル３階建てマンションの開発シェルル３階建てマンションの開発シェルル３階建てマンションの開発

付加付加付加付加価値価値価値価値の高い商品の拡充の高い商品の拡充の高い商品の拡充の高い商品の拡充

ＰＲ強化を図りＰＲ強化を図りＰＲ強化を図りＰＲ強化を図り

新商品の販売を促進新商品の販売を促進新商品の販売を促進新商品の販売を促進

グループ利益の確保や、グループ利益の確保や、グループ利益の確保や、グループ利益の確保や、

グループグループグループグループのシナジー効果を高めるのシナジー効果を高めるのシナジー効果を高めるのシナジー効果を高める
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