


不動産ファンド・
コンサルティング

事業

トーセイ・アセット・アドバイザーズ（株）による、不動産ファンドのアセットマネジメント業務を行う
事業で、トーセイ・リート投資法人の資産運用も受託しています。投資家ニーズに合う不動産の売
買、賃貸稼働率の向上、その他アドバイスなどを行います。また、事業法人に対する不動産のコン
サルティングや仲介なども行っています。

トーセイは、あらゆる不動産シーンで   新 たな価 値と感 動を創 造します。

ホテル
事業

不動産
賃貸事業

東京圏において、グループが所有するオフィスビル、マンション、店舗、駐車場などを賃貸し、安定
的な収入を確保する事業です。独自のノウハウを駆使した総合的なオペレーションを通じて、物件
価値の維持・向上を実践しています。

トーセイ・コミュニティ（株）による、建物管理、警備、改修工事の請負、テナント管理、リーシングなど、
総合的なプロパティマネジメントを行う事業です。キャッシュフローの最大化と資産価値を高めるサー
ビスの提供により、管理対象はビル・マンションからホテルや商業・物流・学校施設へと拡大しています。 不動産

管理事業

首都圏を中心とした自社ブランド「TOSEI HOTEL COCONE」のホテル開発や、中古オフィスビルの
ホテルコンバージョンを積極的に展開してまいります。なお、ホテルの企画、運営は、トーセイ・ホテル・
マネジメント(株)など、グループ会社が行っています。

取得した土地の特性を検証し、オフィスビル、商業施設、マンション、戸建住宅、ホテルなどの多彩な商品ラ
インアップの中から、その土地の価値最大化につながる開発・新築を行い、販売する事業です。社内に一
級建築士事務所を有して｢モノづくり｣と｢品質｣にこだわり、環境配慮型不動産の開発を推進しています。不動産

開発事業

資産価値の劣化した不動産を取得し、エリアの特性やテナントニーズを取り込んだ「バリューアッププ
ラン」の中から、デザイン性・利便性やセキュリティの向上、環境配慮仕様などを施した「再生不動産」を
様々な投資家に販売する事業です。エンドユーザー向けには、中古の賃貸マンションを1棟まるごと再
生して分譲販売するRestyling事業も推進しています。また、当社およびトーセイ・リバイバル・インベス
トメント（株）による、M&Aを通じた不動産取得なども行っています。

不動産
流動化事業



M e s s a g e
メッセージ

トーセイグループは、
不動産を中核としながらも
その枠を超えて、
無限大の成長と
可能性を追求してまいります。

トーセイグループは“私たちは、グローバルな発想を持つ心豊かな

プロフェッショナル集団としてあらゆる不動産シーンにおいて

新たな価値と感動を創造する”という企業理念のもと、

常に｢モノづくりへのこだわり｣を持ち、10年、20年後を

視野に入れた不動産の開発、価値再生を行うことで社会に貢献し、

グループ企業価値の向上を目指しています。

時代とともに、人々のライフスタイルや価値観は変化し、

求められる不動産の在り方も多様化しています。

また、不動産金融マーケットは近年目覚ましいグローバル化を果たし、

世界水準の経営品質が求められるようになりました。

このような環境のもと、当社グループは、6つの事業の総合力と

相乗効果を十分に発揮するとともに、

更なるグローバルマーケットへの進出を推進してまいります。

当社グループでは、人々の生活シーンやビジネスシーンにおいて、

より身近で、なくてはならない企業として成長できるよう、

誠実に事業にまい進し、

信頼される企業ブランドの構築に努めてまいります。

皆さまのより一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長 

H i s t o r y
沿 革

1950年 ユーカリ興業（株）設立

1983年 東誠ビルディング（株）に社名変更

1994年 代表取締役社長に山口誠一郎が就任
 「THE パームス」シリーズの分譲マンション事業を開始

1996年 東誠不動産（株）に社名変更
 不動産流動化事業を開始

1999年 「THE パームスコート」シリーズの戸建分譲住宅事業を開始

2001年 一級建築士事務所東京都知事登録（第46219号）

2002年 当社組成による不動産投資ファンドの第1号として、私募ファンドを立ち上げ
  （不動産証券化事業を開始）

2004年 国際認証ISO9001を取得（建築企画部）

2005年 有価証券に係る投資顧問業者登録
 企業再生、事業再生を目的としたトーセイ・リバイバル・インベストメント（株）設立
 東誠コミュニティ（株）（現 トーセイ・コミュニティ（株））を連結子会社化
 信託受益権販売業者登録
 トーセイ・リート・アドバイザーズ（株）(現 トーセイ・アセット・アドバイザーズ（株）)設立

2006年 トーセイ（株）に社名変更
 本社を東京都港区虎ノ門に移転 

2007年 金融商品取引法施行に伴い、
  「投資助言・代理業」及び「第二種金融商品取引業」みなし登録

2009年 マンション再生分譲「Restyling事業」を開始

2011年 

2012年 Tosei Singapore Pte. Ltd.を設立

2013年 国際会計基準〈IFRS〉を適用

 
2014年 

2015年  （株）アーバンホーム（現 トーセイ・アーバンホーム（株））をM&Aによりグループ化

2016年 トーセイ・ホテル・マネジメント（株）を設立

2017年 自社ブランドホテル第1号として「TOSEI HOTEL COCONE 神田」開業

2018年 自社ブランドホテル第2号として「TOSEI HOTEL COCONE 上野」開業

ジャスダック証券取
引所に株式を上場

東京証券取引所市場
第二部に株式を上場

東京証券取引所市場
第一部に株式を上場

シンガポール証券取
引所メインボードに
上場

トーセイ・アセット・
アドバイザーズ（株）
が資産の運用を受託
するトーセイ・リート
投資法人が東京証券
取引所に上場

[ 存在理念 ]

[ 経営理念 ]

● 人を経営の根幹とし、心豊かな真のプロフェッショナルを育成し続ける。 

● ベンチャー精神を持ってリスクに立ち向かい、既成の概念を打破することで、連続的なイノベーションを起こし続ける。

● 不動産と金融を融合させたポートフォリオ・マネジメントにより最適投資を実践する。

● モノづくりにこだわり、グローバルなフィールドに価値を求め、共創の輪を拡げ続ける。

● 世界に通用する経営品質を追求し、フェアプレイで実行し続ける。 

[ 行動理念 ]

● 私たちは、プロフェッショナルとしての意識と知識と技術の研鑽を怠らない。 

● 私たちは、学習する組織を目指し、常に考えながら連繋する。 

● 私たちは、有言実行を常とし、果敢に決断し、迅速に行動する。 

● 私たちは、互いを尊重し、チームワークを重視し、楽しく前向きな社風をつくる。 

トーセイグループ　
企業理念

私たちは、グローバルな発想を持つ心豊かなプロフェッショナル集団として
あらゆる不動産シーンにおいて新たな価値と感動を創造する。



49.6%

29.7%

8.6%

8.4%

■ 不動産流動化事業　■ 不動産開発事業　■ 不動産賃貸事業
■ 不動産ファンド・コンサルティング事業　■ 不動産管理事業　■ ホテル事業

3.3% 1.5%

13.3%

7.8%
3.8%

1.7%

56.7%

17.4%

F i n a n c i a l  R e s u l t s C o r p o r a t e  D a t a
決算概況（2019年11月期第2四半期 連結）＜国際会計基準（IFRS）＞

■ 事業別売上高構成比（2019年11月期第2四半期）
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会社情報（2018年11月30日現在）

商　　　　　号  トーセイ株式会社

代　　表　　者  山口 誠一郎

所　　在　　地  東京都港区虎ノ門四丁目2番3号

設　　　　　立  1950年2月2日

資　　本　　金  6 ,554,139千円

上場証券取引所  東京証券取引所市場第一部（証券コード：8923）
 シンガポール証券取引所メインボード（証券コード ： S2D）

従　　業　　員  431名（連結）　181名（単体）

事　業　内　容  不動産流動化事業、不動産開発事業、不動産賃貸事業、不動産ファンド・コンサルティング事業、ホテル事業

許　認　可　等  宅地建物取引業、特定建設業、一級建築士事務所、第二種金融商品取引業、
 投資助言・代理業、一般不動産投資顧問業、不動産特定共同事業

代表取締役社長     山口 誠一郎　

取締役専務執行役員  小菅 勝仁（事業部門統括）
 平野 昇　（管理部門統括）

取締役常務執行役員  渡辺 政明（事業部門副統括・
　　　　　　　　　　　　　　　  AS第4本部・第5本部）
 中西 秀樹（事業部門副統括・
　　　　　　　　　　　　　　　  AS第1本部）

社外取締役           少德 健一 
                           小林 博之 

監査役      北村 豊   （社外・常勤）
              八木 仁志（社外・常勤）
              永野 竜樹（社外）
              土井 修   （社外）

常務執行役員（担当）　  川端 一郎（経営企画部）   

執行役員（担当）　　　 山口 俊介（M&A・グループ戦略部・総務部）
              　藤原 宣人（経営管理部）
              　倉本 幸二（AS第2本部・建築企画部）
　　　　　　　　　  　大島 均   （AS第3本部）

役員（2019年3月1日現在）

トーセイ・コミュニティ株式会社
代表取締役社長 ： 長谷川 尚
主要事業   ： 不動産管理事業

トーセイ・リバイバル・インベストメント株式会社
代表取締役社長 ： 若林 要
主要事業  ： 不動産M＆A・金融アドバイザリー事業

トーセイ・アセット・アドバイザーズ株式会社
代表取締役社長 ： 藤永 明彦
主要事業  ： 不動産ファンド・コンサルティング事業

トーセイ・ホテル・マネジメント株式会社
代表取締役社長 ： 川端 一郎

トーセイ・ホテル・サービス株式会社
代表取締役社長 ： 川端 一郎

トーセイ・アーバンホーム株式会社
代表取締役社長 ： 塚田 康雅

Tosei Singapore Pte. Ltd.
Managing Director ： 米田 浩康

主なグループ会社（2019年3月1日現在）

組織図（2019年３月1日現在）

（担当）

※AS ： アセットソリューション

※AS ： アセットソリューション

株主総会 コーポレートガバナンス会議

取締役会 リスク・コンプライアンス委員会

執行役員社長 情報開示委員会経営会議

監査役会

指名報酬諮問委員会
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2019.7.2000このパンフレットは、再生紙を使用し、「Non-VOC」インキを使い、「水なし印刷」で印刷しています。

グループロゴマークの意味

は無限大（∞）の成長性と可能性を表現

は不動産と金融の融合とグローバルな
ビジネスフィールドを表現

はフレキシビリティ（柔軟性）を表現


