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東京建物の ESG 経営の全体像
当社グル ー プは 、事業を通じて
「 社会課題の解決」
と
「 企業
高度化を推進し、グル ー プ全体で積極的にサステナビリティ

グリーンビルディングに関する外部評価・認証

施策に取り組んでいます 。
近 年 、事 業 環 境 の 変 化 が 激しくなるなか 、ESG 経 営 の 重

汚染防止と資源循環

要性は増しています 。こうした環境にお いて 、2020 年以降

水資源

もグルー プ一丸となって持続的成長を実現するため、長期ビ

生物多様性

ジョンの策定およびサステナビリティ推進体制の整備を行い

自然災害対策

社会
ダイバーシティ＆インクルージョン
ワークライフバランス
人材投資・育成

次世代デベロッパーへ

としての成長」
をより高い次元で両立するため 、ESG 経営の

サステナビリティファイナンス
気候変動への対応

長期ビジョン

人口動態の変化や人々の価値観の多様化、テクノロジーの加速度的な進展など、変化が激しく、不確実性が高まっている時代のなか、
サステナブルな社会の実現に向けて様々な課題が顕在化している。
東京建物グループは、デベロッパーが果たす役割も大きく変わるべきだと考え、事業を通じて
「社会課題の解決」
と
「企業としての成長」
を
より高い次元で両立することで、すべてのステークホルダーにとっての
「いい会社」
を目指します。

ました 。
長期ビジョンは 、当社が現在推進中の大規模再開発が竣工
するタイミングであり、SDGs（ Sustainable Development

Goals：持続可能な開発目標）のター ゲットイヤーとも重なる
2030 年頃を見据えています 。

企業理念

品質・お客様満足の向上
不動産ストックの再生・活用
地域社会への貢献

ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント
コンプライアンス
サプライチェーンマネジメント

企業理念

当社の変わらない価値観・使命

SDGs は 、国 連サミットで採 択された 2030 年までの 国 際
的な目標です 。途上国から先進国まで 、多様な社会的課題を
踏まえた 17 の目標が幅広い分野で設定されており、企業に

健康経営／労働安全衛生
人権の尊重

SDGs への考え方

長期ビジョンの位置付け

特に注視する外部環境
国際的な都市間競争の激化
金融環境の変化
国内の総人口・生産年齢人口の減少
ワークスタイルやライフスタイルの多様化
人材獲得の競争の激化
デジタル技術の進展やグロー バル化の加速
ESG に対する意識の高まり
地政学リスク、自然災害リスクの増大

長期ビジョン

中期経営計画

長期ビジョン

当社グループが 2030 年頃に
目指す姿

も目標達成に向けた貢献が期待されています 。当社グルー プ
は 、SDGs の達成に貢献することを社会からの要請と捉え 、
長期ビジョン・中期経営計画に盛り込み 、グル ー プ全体で積

中期経営計画
（2020-2024）

極 的 にサ ステ ナビリティ

長期ビジョン実現のための戦略

施策に取り組んでいます 。
デ ベ ロッパ ー として 、持

単年度事業計画

単年度事業計画

中期経営計画を達成するための
具体的な取り組み

続可能な社会の実現を目
指して事 業を展 開してい
きます 。

データ集
第三者保証
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ESG 経営推進体制

ステークホルダー・エンゲージメント

の長期的な信頼関係の構築が事業活動において不可欠であ
当社グル ー プは 、サステナビリティ施策をグル ー プ全社で

ただいているお客様だけでなく、地域社会 、社員・従業員 、

ナビリティ委員会」
を設置しています 。

株主・投資家 、取引先など 、多くのステ ークホルダ ー に支え

汚染防止と資源循環

局であるコーポレートコミュニケーション部サステナビリティ

水資源

推進グル ー プが各事業部門と連携して 、ESG に関する目標

生物多様性

設定や進捗状況のモニタリング 、達成内容の評価等を行うこ

ダイバーシティ＆インクルージョン
ワークライフバランス
人材投資・育成
健康経営／労働安全衛生
人権の尊重
品質・お客様満足の向上
不動産ストックの再生・活用
地域社会への貢献

ガバナンス
コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント
コンプライアンス
サプライチェーンマネジメント

データ集
第三者保証

ると考え 、様々 な形でステークホルダ ー の声を取り入れ 、価
値創造に取り組んでいます 。

「サステナビリティ委員会」は 、
「グル ー プ経営会議」
「 内部
統制管理委員会」
と並ぶ社長直轄の会議体と位置付け 、事務

社会

当社グル ー プの事業活動は 、商品やサ ービスをご利用い

横断的に推進するため 、当社社長が委員長を務める
「サステ

気候変動への対応

自然災害対策

られています 。当社グループは、これらのステークホルダーと

とで、サステナビリティ施策を継続的に展開しています 。

2021 年 1 月には、サステナビリティ施策をより実効力をもっ
て推進していくために 、サステナビリティ委員会での決定事
項の共有 、検討テ ー マの事前協議 、サステナビリティ推進に
関する進捗状況の報告等を目的として、全社的な下部組織「サ
ステナビリティ推進協議会」
を設置しました 。

東京建物グループの主なステークホルダーと対話の考え方・対話の手法
ステークホルダー
お客様
ビルのテナント様、住宅のご購入者
様、各種サービスのご利用者様等

地域社会
物件の立地する地域の
コミュニティ、行政等

ESG 経営体制

対話の考え方
安全・安心で価値のある商品・サービスの提供お
よびお客様満足度の向上に継続的に取り組むため、
お客様の声を事業活動に反映する様々 な仕組みを
導入しています。
まちづくりや様々 なコミュニティ活動等を通じて、
地域の価値向上に取り組み 、地域社会へ貢献して
いきます。

成長を実感できる働きがいのある職場の実現に取
取締役会

社員・従業員

り組むとともに、信頼される人材・未来を切り開く
人材の育成に努めています。

サステナビリティ委員会

委員長：社長
委員 ：取締役
（社外取締役を除く）
、役付執行役員、企画部長、コーポレート
コミュニケーション部長、人事部長、総務コンプライアンス部長、ビ
ルエンジニアリング部長、その他社長が指名した者
事務局：コーポレートコミュニケーション部サステナビリティ推進グループ
補佐 ：企画部経営企画グループ
サステナビリティ推進協議会
各事業本部

誠 実かつ 公 正 な 情 報 開 示と、積 極 的 なコミュニ
株主・投資家

ケーションにより、株主や投資家の皆様との長期的
な信頼関係の構築および適切な評価の獲得を目指
しています。

取引先

より良いパートナーシップの実現に向け、取引先の

物件の企画・開発・管理やサービス

皆様と公正・公平な取引を行うとともに、緊密なコ

提供にかかわる事業者等

ミュニケーションの実現に努めています。

対話の手法
お客様満足度調査
（住宅購入者のお問い合わせ窓口）
Brilliaオーナーズダイヤル
各種アンケート
ウェブサイトの問い合わせフォーム 等
物件の企画・開発・管理での地域住民・行政等との対話
クリーン活動等のボランティア活動
地域のイベント・祭事への参加
教育・芸術支援
災害復興支援 等
各種教育研修・表彰制度
定期人事面談
労働組合との対話や共催イベント
育児・介護支援のための個別相談会

等

ウェブサイトの IR 情報
株主総会
個人投資家向けセミナー
（国内・海外） 等
IRミーティング
二次下請け、三次下請け先の確認
社内チェックシートによる確認
定期的な協議 等
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イニシアチブへの参画

TCFD（気候関連財務情報開示タスクフォース）
2020 年 6 月に TCFD 提 言 へ の 賛 同 の 表 明を行 いました 。

GRESB
不動産会社・ファンドの環境・社会・ガバナンス
（ ESG ）配

当社グル ー プは 、社会課題の解決には 、国・地域や組織を

（気候変動
今後 、TCFD が提言する情報開示フレー ムワーク

慮 を 測 る 年 次 の ベ ンチ マ ーク評 価 および そ れを 運 営 する

超えて様々 な主体の連携が重要であると考え 、国内外のイ

のリスク・機会に関するガバナンス、戦略 、リスク管理 、指標

「リア
GRESB に「 参加者メンバ ー 」として加盟するとともに 、

ニシアチブに参画しています 。

と目標）
に沿って 、開示内容を拡充させていくとともに、気候

ルエステイト評価」
に参加し、評価を受けています 。

変動対策を強化していきます 。

ESG ベンチマークGRESB で最高位を獲得 P.23

TCFD への対応 P.24

水資源
生物多様性
自然災害対策

社会
ダイバーシティ＆インクルージョン
ワークライフバランス
人材投資・育成
健康経営／労働安全衛生
人権の尊重

CDP
CDP は 、機関投資家などと連携し、企業に対して気候変動

品質・お客様満足の向上

へ の戦略や温室効果ガスの排出量の情報開示を求め 、対策

不動産ストックの再生・活用

を 促 すことを 主 たる 活 動 とする 非 営 利 組 織 です 。当 社 グ

地域社会への貢献

ルー プは、CDP を通じて、環境情報情報の開示を実施してい

ガバナンス

ます 。

コーポレート・ガバナンス
リスクマネジメント
コンプライアンス
サプライチェーンマネジメント

データ集
第三者保証
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