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人的資本の向上を通じて、
「価値ある事業空間」を

創造し続ける

TOP MESSAGE

最大の使命は、従業員一人一人の力を引き出し、当社の強みを最大化すること

　社会の発展に貢献することは会社の重要な使命です。当社
は、不動産賃貸業を通じてお客さまや社会の発展に貢献し
続けたいという思いから「価値ある事業空間で、ひと、まち、
未来をつなぐ」をありたい姿として掲げています。
　私は15年余り不動産会社の経営に携わってきた経験から、
会社の実力とは、従業員一人一人の力の総和に他ならないと
考えています。お客さまやパートナー企業との良好なリレー
ションシップや、少人数による効率的な経営といった当社の
強みは、従業員の働きがあってこそ成り立っています。従って
人的資本の向上なしには、お客さまの満足度の向上も業績の
伸長もありません。従業員がそれぞれの力を最大限に発揮
できる環境を作ることを通じて、当社の強みを最大化し、あり
たい姿を実現することが私の最大のミッションだと考えて
います。
　当社は役員・従業員をあわせて約60人という少数精鋭で
密にコミュニケーションを取りながら、仕事をしています。
特に若手は自信を持って自分の仕事に臨んでおり、ベテラ
ンの方が多い技術担当の従業員もいきいきと働いていて、
世代間の交流も活発です。その風土を活かしながら権限委
譲を今まで以上に進め、失敗を恐れずにチャレンジできる風
土を醸成していくこと、また、一人一人の従業員が誰一人漏
れることなく最大限の能力を発揮できるよう、教育制度等の
充実も図っていくことを通じて、お客さまのため、会社のため
に新しい提案ができるよう促していきたいと考えています。

　そしてそれらの果実が、満足度の向上という形でお客さま
やパートナー企業に、そして利益という形で株主のみなさま
に還元されるような好循環を通して、持続的な企業価値の向
上を実現していきたいと思います。
　ここで重要なのが、「価値ある事業空間」のあり方は、時代や
環境によって大きく変化するということです。直近でも、新型
コロナウイルス感染症の流行を契機としたリモートワークの
進展に伴う新たな働き方の広がりによって、オフィスのあり方
の見直しが進んでいます。また、気候変動や環境性能に対する
意識の向上などによって、お客さまにとって価値ある事業空間
のあり方は刻々と変化し、多様化しています。
　このような中で当社が「価値ある事業空間」を提供し続ける
には、今お客さまや社会が求めているものは何なのか、常に
時代や環境の変化を先取りして考えること、そしてそれを
具体的かつスピーディーに形として提案していくことが肝要
です。当社の特徴でもある少人数による効率的な経営は、
お客さまとの接点がより身近になり、経営陣による意思決定
も迅速に行えるという利点があります。また、営業スタッフ
と技術スタッフが一体となってお客さまに対応する体制は、
より具体的に多様なお客さまの要望に応えていくことを可能
とします。このような我々の強みを活かして、同業他社とは
一線を画した、一歩進んだきめ細かい対応を続けていきたい
と思います。
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　先にも述べたように、「価値ある事業空間」のあり方は絶え
ず変化します。にもかかわらず当社が従来と同様のビジネス
を展開し続けていては、現状維持どころか、たちまち時代遅れ
になってしまい、やがて衰退を迎えかねません。私は、持続的
成長とは、環境の変化に応じて事業の姿を変え続けることに
よって達成されると考えています。まさに「変化なくして成長
なし」です。そして現在、「価値ある事業空間」のあり方を変容
させるような2つの大きな変化が起こっています。
　1つは、新型コロナウイルス感染症の流行を契機とした
社会の変化です。2020年に新型コロナウイルス感染症が
発生して以降、今のところ直接的に当社の業績に大きな影響
は生じていませんが、アフターコロナにおける人々の行動の
変化が今後の当社に与える影響は、決して小さいものでは
ないと考えています。コロナ禍を契機に大手企業をはじめと
して事業拠点の縮小・集約の動きは顕在化し、すでにオフィス
マーケット全体での平均空室率は上昇傾向にあります。オフィ
スマーケットの動きは経済・社会の動きに対して遅行性が
あることを踏まえると、今後の動向には予断を許しません。
　もう1つは、環境問題や自然災害に対する意識の急速な
高まりです。これも現時点までに当社の業績に大きな影響
を与えているわけではありません。ただ、脱炭素や気候変動
を含めた環境対応への機運の高まりは不動産需要の変化を
もたらし、当社の事業活動にも大きな影響を与える可能性

が高いと認識しています。
　これらの外部環境の変化を、目の前だけを見てリスクと
捉えるか、中長期的な視点でチャンスと捉えるかは考え方
次第です。現在起こっている変化の先を的確に捉え対応する
ことができれば、それが持続的な成長の機会になる、私は
そのように考えています。
　こうした考え方に基づく当社の取り組みの一つに、省エネ
機器への切り替え等による建物の環境負荷の低減、グリーン
ビル認証の取得、自然災害の激甚化を見越した予防保全など
があります。これら一歩先んじた対策により、中長期的に環境
性能やBCP機能の高いビルへの入居ニーズを取り込み、
当社に成長をもたらす事業機会につなげていきたいと考え
ています。
　コロナ禍を契機としたオフィスのあり方の変化も、デジタル
化社会の到来によっていずれ起こるはずだった変化が、一挙
に前倒しで押し寄せてきたに過ぎません。これまでオフィス
選びは、そこに入居するテナントの経営者が決めていました
が、これからはそこで働く従業員の声がより重視されるように
なってくるでしょう。入居するテナントとのコミュニケーション
を密にし、現場の情報を集めることによって、新しい働き方に
おけるワーカーの視点を捉え、そのニーズに的確に応えたオ
フィスを提供していくことで成長の機会を見出していきた
いと思います。

変化の先を的確に捉えて、持続的な成長の機会につなげる
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虎ノ門ビル、OBPビルの2つの開発物件が、順調に業績に寄与

　中期経営計画においては、目指す姿として、「独自性を維持し
ながら、時代のニーズに応える価値ある事業空間を提供し『次
世代に継承される資産を拡充する』ことを目指します。」を掲
げています。直近で取り組んだ虎ノ門ビル、OBPビルの開発
プロジェクトは、途中でコロナ禍という予想外の事態に見舞わ
れながらも、順調に業績に寄与しつつあります。これは両プロ
ジェクトが時代のニーズに応えるものであったこと、すなわち当
社が目指す姿に近づけたことの証であると自負しています。
　これらのプロジェクトが寄与したことにより売上高は伸び
ている一方、営業利益と経常利益は中期経営計画期間前の
2019年3月期と同水準にとどまっていますが、これは物件の
新規取得に伴う一過性の費用負担、具体的には不動産取得
税などの一時費用が発生したためで、中期経営計画期間前と
同水準の利益でも、その中身は大きく変容しています。当社
が計画の進捗管理の指標として用いている「税引後償却前経
常利益」は株主以外の全てのステークホルダーの方への支払
いを行ったうえで手元に残る現金、すなわち株主に帰属する
キャッシュフローを端的に示したものですが、これが計画期間
前までは50億円台で推移していたところ、2022年3月期の実
績は70億円台と、新規プロジェクトの業績寄与を主因に大きく

増加しています。
　新規投資以外の面では、特に環境への取り組みが大きく進
みました。気候変動に対するレジリエンス強化の観点から進め
ていたデータセンタービル受変電設備の高層階への更新・
移設は、現在進行中の物件での工事が完了すると、保有する
全てのデータセンタービルで対応が終了することとなります。
これには、気候変動に伴い水害の激甚化が想定されることを
踏まえ、データセンタービル館内へ電力を供給するいわば「心
臓」ともいえる受変電設備を上層階へ移設することにより、リス
クの低減を図るねらいがあります。
　また、グリーンビル認証の取得も大きく進みました。当社は
従来、緑化や省エネ機器への更新を通した環境負荷の低減や、
激甚災害に備えた予防保全の対策に取り組んでいました。これ
らについて客観的な評価を受けるために2021年3月期から第
三者認証の取得を開始しており、2022年3月末時点で当社オ
フィスビル床面積の過半においてCASBEE不動産認証評価
で最高のSランクを取得しています。
　当社としては、こうした取り組みが環境性能やBCP機能の高
いビルへの入居ニーズを取り込み、成長をもたらす事業機会
になり得ると考えています。

ポートフォリオの地域分散を図り、従来とは異なる投資手法も模索

　当社は不動産賃貸業の単一事業セグメントと認識してい
ますが、保有する物件の収益性や競争優位性、成長性などに
ついて物件ごとに毎年、取締役会で検証を行っています。現在
はオフィスビル、データセンタービル、ウインズビル、商業
施設・物流倉庫の4種類のアセットを保有しており、このような
多彩なポートフォリオによって、市況の変化に左右されにくい、
安定的な全社収益を実現していると考えています。
　一方でポートフォリオの地域集中については重要なリスク
と認識しています。2022年3月末時点の保有物件26棟の
うち19棟が関西圏に立地しているため、局地的な自然災害
やマーケット環境の変化により大きな影響を受ける可能性が
あります。データセンタービルについては、運営・管理効率の
観点から次なる投資は大阪都心となる可能性が高いので、
そのうえでポートフォリオの地域分散を図るため、オフィス
ビルや商業施設・物流倉庫については首都圏をメインター

ゲットに投資を行いたいと考えています。
　しかしながら、昨今の不動産市況は、長期に及ぶ金融緩和
を背景としたマーケットの高騰により、新規物件の取得は
困難な状況にあります。こうした環境下においても着実に
成長へ向けた投資を実現すべく、2021年4月に東京事務所
を東京支社へ格上げし陣容を強化したほか、2022年7月に
は「新規投資推進室」を新設し、これまで以上に体制を強化
してきました。
　投資のあり方についても、当社単独で物件を購入し所有
していくというスタイルにこだわることなく、他社とのアライ
アンスによる取得・開発についても柔軟に取り組んでいき
ます。また、回転型の投資についても選択肢に入れるほか、
ファンドスキームの活用やSPCへの出資、不動産を保有する
会社のM&Aなど新しい取り組みにもチャレンジしていき
ます。
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マテリアリティへの取り組みを通じて事業の成長を実現していく

ヘルスケア分野など、特色のあるアセットの開発・投資も検討

　当社では2022年3月に、企業価値の向上と持続可能な
社会の実現に向けて優先的に取り組むべき課題を13のマテ
リアリティとして特定しました。マテリアリティの特定にあたっ
ては、当社が取り組むべき課題の候補として抽出したものに
対して、全社の意見集約を行ったほか、ステークホルダーへの
ヒアリングと社外有識者へのアンケートを実施し、妥当性を
検証しました。今後はマテリアリティへの取り組みを通じて
事業の成長を実現していくことが重要な課題となります。

マテリアリティに紐づくKPIとして特に重視しているのは
GHG排出量の削減、中でも全体の排出量のうち9割以上を
占めるデータセンタービルにおける排出量の削減です。当社
がKPIに定めているのはScope1、2の排出量であり、当社の
全体の排出量の大半を占める、貸室内での電力使用に伴う

　会社の成長には新たな事業展開が不可欠ですが、これか
らも当社の事業は「価値ある事業空間を提供しお客様と共
に発展することにより、社会に貢献します。」という経営理念
に基づいて行っていくことが基本であると考えています。お
客さまにとっての「価値ある事業空間」のあり方は刻々と変
化しますが、その中で当社が既存事業の進化や新領域への
挑戦に取り組むには、今お客さまや社会が求めているもの
は何なのか、常に先取りして考えることが必要です。　
　オフィスビルでは、これからもリモートワークの普及による
入居スペース縮小の動きや、シェアオフィスといった新しい
ニーズが拡大していくものと思われます。こうした中で当社
のビルが競争優位を保っていくためには、単にスペースを
提供するだけでなく、働き方が変化する中で、主役となる
ワーカーの視点を重視したオフィス環境を提案していくこと
が重要になってきます。中でも、そこで働く従業員のリアルな
コミュニケーションの場としてのオフィスの役割が、今まで
以上に重要視されるようになると思われます。オフィスビルに
入居するテナントの社内の従業員だけでなく、同じビルに入居
する異なるテナントの従業員同士のコミュニケーション、また
保有している他のビルのテナントの従業員とのコミュニケー
ションを提供できる場と機能を備えることも重要です。当社と
しては、きめの細かい営業体制とパートナー企業との強固な

排出量は、Scope3に分類されるため直接的な対象にはなり
ません。しかし、データセンタービル自体は大量の電力を消
費する施設です。各所に散在するサーバを環境性能の高い
データセンターに集約することを通じて社会全体でのエネ
ルギー効率向上に貢献するとともに、日本政府による「2050
年までのカーボンニュートラル」の目標達成に貢献するため
には、再生可能エネルギーの導入なども含めた取り組みを
進めていく必要があります。今後はデータセンタービルに入居
しているテナントとのエンゲージメントをさらに強化し、協働
して削減を進めていかなければなりません。
　また、先ほども申し上げました通り、私は人材こそが当社
の成長のための最も重要な資産であると考えています。会社
の成長は従業員一人一人の成長の総和に他なりません。

リレーションシップを活かし、ワーカーのニーズの把握と、その
要望を実現するための具体的な提案に取り組んでいきたいと
考えています。
　そして、リモートワークやウェブミーティングの普及に伴う
新たな働き方の拡大は社会のデジタルトランスフォーメー
ションを加速させ、データセンター需要がさらに高まること
が見込まれます。こうした環境を当社の成長の追い風とす
べく、今後の事業展開にあたっては、他社とのアライアンス
も視野に入れながら、大阪都心の立地だけでなく、郊外の
立地や他地域での投資のチャンスも窺っていきたいと考え
ています。
　商業施設・物流倉庫事業についても、昨今の需要の高まり
は将来訪れるはずであったEC市場の拡大といった変化が
コロナ禍を契機として前倒しでやってきたものであり、今後
もさらに物流需要の拡大が続くと考えています。こうした
変化を踏まえ、当社の物流倉庫事業についても、積極的に
拡大を図っていきたいと思います。
　既存の４つの領域以外の新領域についてもチャレンジを
していかなければなりません。例えば今後市場の伸びが期待
できるヘルスケア分野など、少人数経営の当社が競争優位性
を保つことができる、特色のあるアセットの開発・投資を検討
したいと考えています。
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経営の透明性・効率性向上への基盤を強化

会社の成長や信用の原点は、一人一人の従業員の行動の積み上げに他ならない

　当社のコーポレートガバナンスについては、ここ数年で
大幅に進展があったと評価しています。その最たるものとして
はやはり、取締役会と指名・報酬委員会の過半数を社外取締
役で構成することによる経営への監督機能の強化が挙げられ
ます。その他にも取締役会実効性評価への第三者の関与な
ど、経営の透明性・効率性向上への基盤が強化されました。

　これまでにも述べてきましたように、会社の使命は成長を
通じて社会に貢献していくことにあります。そして、会社の
成長や信用の原点は、一人一人の従業員の行動の積み上げ
に他なりません。経営理念の実現に向けて、従業員全員がベ
クトルを合わせて行動することによって、ステークホルダーの
期待に応えることができ、その結果、会社の持続的成長が
実現されると考えています。

また、今期には初の女性取締役も誕生しました。東証のコーポ
レートガバナンス・コードへの対応という観点から見ても、
たとえば管理職の多様性の確保などは少人数ゆえ分母自体
が小さく定量目標の設定にそぐわないなど当社の特性を踏
まえると対応が難しいものもありますが、我々にできる取り
組みについては一定の水準に達していると認識しています。

　従って私は、人的資本を大切にする会社、すなわち従業員
がやりがいを持っていきいきと働くことができ、一人一人が
能力を最大限発揮できる職場環境を備えた会社を目指した
いと考えています。そして、そのような取り組みを愚直に積み
重ねていけば、おのずと売上や営業利益といった数字はつい
てくるものと信じています。

「人材育成の推進」をマテリアリティに紐づく取り組みに
掲げていますので、今後は一人一人の従業員の成長を目的

とした人材教育投資のKPIを設定し、従業員の育成支援の
取り組みの強化を優先的に進めていきたいと考えています。
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