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● 将来見通しに関する注意事項

このアニュアルレポートには、リスク・不確実性を内包した将来見通しが記載されてお

り、実際の結果とは大きく異なる可能性があります。 これらの見通しは、現時点での情

報に基づいており、過度に依拠できないことをご承知おきください。 なお、当社では、将

来に関する見通しの記載について、現時点以降の出来事や環境、予期せぬ事象の発

生を反映し、更新して公表する義務を負うものではありません。

We create harmony. ーーーー当社は、このコーポレートスローガンのもと、

「人」と「街」と「自然」の調和を考えながら快適な空間を創造し続けていくこ

とを究極の目的としています。

当社が提供したいと考えているのは、人が「永く安心して過ごせる空間」で

す。それは、快適な建物であったり心地よい街並みであったり、さまざまな形

で存在します。

そこに集う一人ひとりがやさしい気持ちになり、そのやさしさが街を息づか

せていく、そんな空間を提供し続けていくことこそが、当社の使命です。

NTT都市開発のビジョン
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財務ハイライト

営業収益�
�

経常利益と当期純利益�

3月31日に終了した各年度�

※セグメント間の内部営業収益又は振替高を含みます。�
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不動産賃貸事業  738億円�

不動産賃貸事業   186億円�

分譲事業  145億円�

分譲事業  14億円�

その他の事業  120億円�

その他の事業  3億円�
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2005年 営業収益構成比�

2005年 営業利益構成比�

オフィスビル・商業施設・賃貸住宅の賃貸、開発 等�

アーバンネット札幌ビル竣工�
（地上10階、地下1階）�

オフィスビルの建物管理、模様替え工事、�

飲食施設の運営 等�

マンション分譲事業�

マンションの引渡戸数318戸�

● 事業内容�

● 事業内容�

● 事業内容�

● 2004年10月竣工�

● 2005年3月期�
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社長メッセージ

さらなる企業価値の創造を目指して

経営環境・取り組みについて

　当期は、主力事業である「不動産賃貸事業」において、

「2003年問題」後における不動産市況の回復を背景に、営業

力の強化などさまざまな施策を展開し、着実に業績をあげる

ことができました。

　当社は、2004年11月に東京証券取引所市場一部に上場し、新たな一歩を踏み出しました。1986年の設立以来、親会

社である日本電信電話株式会社より譲り受けた優良な資産を基に高収益を生み出すオフィスビルなどを次々に開発し

着実な発展を遂げて来ましたが、今後は、新たな企業価値の創造に向けて、安定的なキャッシュ・フローを生み出す「不

動産賃貸事業」を収益の基盤とし、高品質な住まいを実現する「分譲事業」、大規模プロジェクト秋葉原UDXをその第1

号案件とする「販売型ビル事業」に新たに取り組むことにより、さらなる成長を目指します。

　一方、当社が「成長のドライバー」として位置づけているマ

ンションなどの「分譲事業」は、高品質ブランドの構築やNTT

グループとしての信頼性といった独自の強みを活かし、後

発参入の弱みを補うことで、マンションの過剰供給という厳し

い環境にもかかわらず、高成長を続けて

おります。

　また、もう一つの「成長のドライバー」と

して位置づけているのが、「販売型ビル事

業」です。秋葉原UDXを皮切りに、今後も

ノウハウを蓄積しながら社会の要請に対

応し、事業を拡大させてまいります。

　以上の結果、2005年3月期の営業収益

は961億円（前年同期比2.8％増）、営業利

益173億円（同15.5％増）、経常利益135

億円（同57.4％増）、当期純利益71億円

                         百万円 千米ドル※1

2004 2005 2005

営業収益 ¥ 93,556 ¥ 96,188 ＄ 895,692

営業利益 15,005 17,335 161,421

当期純利益 3,740 7,182 66,881

減価償却費 24,658 23,865 222,233

投資※2 33,378 26,070 242,760

株主資本  47,928 109,009 1,015,076

総資産  467,914 480,228 4,471,815

有利子負債額 278,620 231,784 2,158,338

営業活動によるキャッシュ・フロー 21,457 24,572 228,813

投資活動によるキャッシュ・フロー (30,663) (27,812) (258,988)

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,422 7,081 65,945

円  米ドル※1

１株当たりデータ：

当期純利益 7,007.92 12,271.53 114.27

株主資本 91,077.18 165,606.94 1,542.10
※1米ドルの表示は、2005年3月31日の直物為替レート（電信売買相場仲値）1米ドル＝107.39円で換
算しています。

※2設備投資及び投資有価証券の取得を含みます。
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（同92.0％増）と大幅な増益となり、まさに「V字回復」を達成

しました。

　当社は上場を機に、企業価値の創造に向けての新しい

ステージに立つこととなりました。今後は不動産デベロッ

パーとして、さらに積極的に投資を行い、開発事業を推進し

てまいります。

　2005年3月期につきましては、2004年10月にアーバンネッ

ト札幌ビルが竣工し、現在は、2005年9月竣工予定のアーバ

ンネット名古屋ビル、2006年3月開業予定の秋葉原UDXの

開発に取り組んでおります。また、都市再生プロジェクトにも

指定されている大手町合同庁舎跡地の再開発事業にも、積

極的に参画していく方針です。

　さらに、業務改革も積極的に行っていきます。お客様の視

点で業務の見直しを行い、効率性やサービスの質的向上を

図ることで、人的・資金的・時間的余裕を生み出し、それらを

今後の成長分野へ振り向けてまいります。

投資家の皆さまへ

　当社における利益配分につきましては、不動産事業が長

期的な視点に立った事業運営を基本とするものであること

から、投資家の皆さまに対する長期かつ安定的な利益還元

に努めてまいります。また、将来における企業価値の向上を

図る成長の原資として必要な内部留保の充実を図りながら、

業績の推移を見据えて、安定的な配当水準を確保していく

こととします。

　今後は不動産デベロッパーとして、より一層事業の発展に

努めるとともに、上場企業としての社会的責務を果たし、皆

さまの信頼にお応えすべく勇往邁進してまいる所存です。

2005年8月

代表取締役社長
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中期経営計画

C&P 07
( C h a n g e  &  P r o c e e d  t o  2 0 0 7 )
Ｃ＆Ｐ０７では、2005年度（2006年3月期）から2007年度（2008年3月期）の3ヵ年を、長期的な企業価値増大を目指し

た持続的・安定的な成長基盤を確立する期間として位置づけており、不動産賃貸事業における収益基盤のさらなる

拡充と、分譲事業及び販売型ビル事業の拡大を目指していくこととします。

そのため、お客様サービスの向上に努めるとともに、継続的な開発プロジェクトの発掘・着手とコンスタントに開発で

きる仕組みの構築を図っていくこととし、また、ＮＴＴグループ唯一の総合不動産会社として、ＮＴＴグループ会社の不

動産ニーズに対するソリューションの提供により事業機会を拡大してまいります。

そして、当社グループで 2007年度の営業収益1,100億円、経常利益185億円の達成
に向け、各年度着実に増収・増益を実現していく方針です。

4
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● 開発事業

1. アーバンネット名古屋ビル、

　秋葉原ＵＤＸ各プロジェクトの推進

　2005年9月に竣工予定のアーバンネット名古屋ビルは、多

方面からのアクセスが容易な名古屋市のビジネス・商業の

中心、栄地区に位置し、ワンフロア600坪の市内最大級の無

柱オフィス空間を特徴としています。2006年3月に竣工予定

の秋葉原ＵＤＸについては、当社と鹿島建設㈱との共同事

業により開発が進んでおります。ＩＴ関連産業の世界的拠点

として変貌していく秋葉原において、延床面積161,000m2の

新しいランドマークとして存在感を表します。

　これらのアーバンネット名古屋ビルと秋葉原ＵＤＸの各プロ

事業戦略　

2007年度 2004年度（参考）

営業収益 1,100億円  （4.6%増） 961億円

営業利益 220億円  （8.3%増） 173億円

経常利益 185億円（11.1%増） 135億円

営業利益率 20.0% 18.0%
＊（　）内は年平均成長率

2007年度 2004年度（参考） 2003年度（参考）

有利子負債残高 2,750億円 2,317億円 2,786億円

D／Eレシオ 2.2倍 2.1倍 5.8倍

ジェクトが成功と評価されるようテナントリーシング及びプロ

パティ・マネジメントに取り組みます。

2. 大手町連鎖型再開発への積極的な参画

　現在、大手町合同庁舎１、２号館跡地において第一次再開

発事業の開発計画が進んでおります。当社は、この合同庁

舎跡地を種地とし、順次、連鎖的に周辺の土地との交換を行

う土地保有事業について中心的な役割を果たす㈲大手町

開発への匿名組合出資を実施すると共に、大手町地区第一

次再開発事業の事業パートナーとして、第一次再開発事業

へ参画します。大手町地区は、会社設立以来のコアエリアと

呼ぶべき地域であり、当社としては本再開発事業に積極的

に参画していく方針です。

財務指標

収益等目標

5
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3. 秋葉原ＵＤＸに次ぐ新プロジェクトの発掘・着手

　「成長のドライバー」である販売型ビル事業について、秋葉

原ＵＤＸに次ぐ新プロジェクトを発掘し取り組んでいきます。

● 不動産賃貸事業

1. 2007年度不動産賃貸収益780億円の実現

2. 主要なお客様に対するソリューション営業の展開

　主要なお客様を対象としたソリューション営業を展開し、お

客様との友好な関係を築き、お客様のニーズに応えていき

ます。

3. サブリース等による賃貸可能面積の拡大

　不動産賃貸事業の基盤強化のため、サブリース等により

賃貸可能面積を増やし、増収・増益を図ります。

4. プロパティ・マネジメント等ノンアセットビジネス拡大に向け

た体制強化

　プロパティ・マネジメント事業については、販売型ビル事業

として開発する物件から受託していくこととし、販売型ビル

事業の第一号物件としている秋葉原ＵＤＸについてもプロパ

ティ・マネジメント業務を受託することとしております。

5. 委託費等のさらなるコスト削減の実施

　コスト削減については、従前から取り組んでおりますが、今

後も継続的に取り組んでまいります。

● 分譲事業

1. 2007年度分譲収益240億円の実現

2. ウェリスブランドの確立

　当社のマンション事業のブランド「ウェリス」の６つのコンセ

プトである「永住性への配慮」「快適な生活空間」「安心安

全」「先進の情報技術」「環境創造」「確かな管理」を実現す

ることにより、豊かな暮らしの場の創造、資産価値の保てる

良質な住まいづくりを目指します。

3. 用地仕入の強化と事業手法の多様化

　分譲事業の拡大に向けて用地仕入を強化します。また土

地の特性に応じて事業手法を多様化させていきます。

6
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1986-1991

●アーバンネット大手町ビル

敷地面積　9,361m2　

延床面積　120,536m2

規模  地上22階 地下5階

竣工  1990年6月

受賞歴　照明普及賞　優秀照明施設賞

　　　　第25回SDA賞　システム部門SDA賞

　　　　'91商環境デザイン賞　佳作賞

　　　　第33回建築業協会賞

●シーバンスＮ館（右側）

敷地面積　13,144m2

延床面積　82,890m2

規模  地上24階 地下2階

竣工  1991年1月

受賞歴　都市景観大賞（景観形成事例部門）

　　　　第25回SDA賞　シンボル部門奨励賞

　　　　　　　 　　　　システム部門奨励賞

　　　　第31回空気調和・衛生工学会

建築設備部門技術賞

　　　　第33回建築業協会賞

おもな歩み

1986年 ● NTT都市開発㈱設立

1987年 ● アーバンネット麹町ビル 竣工

1987年 ● アーバンネット三田ビル 竣工

1988年 ● 複合商業施設「原宿クエスト」オープン

1990年 ● アーバンネット大手町ビル 竣工

1991年 ● シーバンスN館 竣工

おもな竣工例

中央吹抜け

（アーバンネット大手町ビル）
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1992-2000
おもな歩み

1992年 ● 大手町ファーストスクエア（ウェストタワー） 竣工

1993年 ● NTTアクティフ㈱、㈱NTTクレイスを吸収合併

● NTT幕張ビル 竣工

1995年 ● NTTエステート㈱を吸収合併

1996年 ● 東京オペラシティ 竣工

1991年 ● グランパーク 竣工

1997年 ● 大手町ファーストスクエア（イーストタワー） 竣工

1999年 ● 全国5ヵ所のNTTグループ

不動産会社を吸収合併

2000年 ● 分譲事業開始

2000年 ● NTT都市開発ビルサービス㈱設立

●大手町ファーストスクエア

敷地面積  6,267m2　

延床面積  79,471m2

規模  地上23階 地下5階（ウェストタワー）  地上23階 地下4階（イーストタワー）

竣工  1992年2月（ウェストタワー）   1997年5月（イーストタワー）

受賞歴　国際照明デザイン賞1998　屋外照明特別賞

　　　　第32回SDA賞　準優秀賞、地区デザイン賞

●NTT幕張ビル

敷地面積  40,603㎡

延床面積  174,717㎡

規模  地上26階 地下1階

竣工  1993年6月

受賞歴　第4回インテリジェントアワード

　　　　優秀賞

●グランパーク

敷地面積  12,322m2　

延床面積  107,110m2

規模  地上34階 地下4階

竣工  1996年8月

受賞歴　第31回SDA賞　パブリック部門入選

　　　　第18回緑の都市賞　読売新聞社賞
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2001-2003

●東京オペラシティ

敷地面積  4,259m2　

延床面積  57,548m2

規模  地上54階 地下4階

竣工  1996年8月

受賞歴　第41回建築業協会賞 特別賞

　　　　第7回日本不動産学会業績賞

おもな歩み

2001年 ● 長期ビジョン「C&P15（Change & Proceed to 2015）」策定

2002年 ● 「秋葉原1街区および3街区」の売払い公募に、

　ダイビル㈱及び鹿島建設㈱と共同して応募し、当選

● YRP5番館 竣工

2003年 ● アーバンネット博多ビル 竣工

● 秋葉原UDX 着工

● アーバンネット伏見ビル 竣工

● アーバンネット茅場兜ビル 竣工

上：ガレリアとサンクンガーデン　下：ホールとパイプオルガン

（東京オペラシティ）

●グランウェリス哲学堂公園

規模  総戸数79戸

竣工  2003年2月

受賞歴

2003年度グッドデザイン賞
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2004-2005

●アーバンネット札幌ビル

敷地面積  5,369m2　

延床面積  33,733m2

規模  地上10階 地下1階

竣工  2004年10月

●クエストコート原宿

敷地面積  2,439m2　

延床面積  4,302m2

規模  地上4階 地下1階

竣工  2004年1月

おもな歩み

2004年 ● クエストコート原宿ビル 竣工

● アーバンネット札幌ビル 竣工

2005年 ● 中期経営計画

　　　　 「C&P07（Change & Proceed to 2007）」策定

シーサイドコート逗子海岸

ウェリスステージ

ザ・諏訪山レジデンス東陽町セントラルタワーウェリス光が丘公園

パークハウス

1Fエントランス

（クエストコート原宿）
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事業概況

2005年3月期概況及び業績　
　賃貸オフィスビル市場は、2005年3月には、東京都心5区（千代田区、中央区、港区、新宿区及び渋谷区）の平均空室率が

5.51％※となり8ヵ月連続で改善するなど、首都圏における不動産市況は着実に回復してきております。また、大阪や名古屋等

の主要都市においても空室率は改善傾向を示すなど、総じて市場は好転の兆しが見え始めております。

　マンション分譲市場については、首都圏において6年連続で8万戸を上回る供給が継続しております。販売状況についても概

ね順調に推移しており、発売月契約率も80％前後で推移しております。しかしながら、今後も引き続き大量供給は継続するもの

と見込まれ、先行きは不透明な状況にあります。

　こうした事業環境の中、2005年3月期は、営業収益96,188百万円（前年同期比2,632百万円増）、営業利益17,335百万円（同

2,329百万円増）、経常利益13,556百万円（同4,941百万円増）、当期純利益7,182百万円（同3,441百万円増）となりました。

●2004年10月

アーバンネット札幌ビル 竣工
次世代のネットワークに対応する情報インフラでビジネスシーンをクリエイトします。

札幌で最大規模の無柱空間。1フロア最大738坪から67坪まで、あらゆるニーズに対応可能なオフィスレイアウトとアメニティ空間を提供します。

●2004年11月

東京証券取引所 市場第一部 に上場

Topics 2 0 0 5

11
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（注）三鬼商事データは、前月末日、当社空室率は当月1日のものです。�
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※平均空室率の数値は、三鬼商事㈱オフィスレポートからの引用によるものです。
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当社では、賃貸事業用物件の価値判断の指標
として、ＮＯＩ（注）を重視しております。
（注）ＮＯＩ（Net Operating Income：純収入）

 ＮＯＩ＝不動産賃貸収入－不動産賃貸原価＋減価償却費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （長期前払費用を含む）

主要用途　● オフィス　■ 商業　◆ その他

（注）エリアの定義は以下のとおりです。
「東京都心部」とは、千代田区・中央区・港区・渋谷区・新宿区の都心５区を指します。
「東京都その他及び周辺都市部」とは、「東京都心部」をのぞく東京都、神奈川県、
千葉県及び埼玉県を指します。
「地方都市部」とは、上記以外の地域を指します。

NOI

2004
44,214

2005

45,887
（百万円）

● 電気街という独自の文化を育んできた秋葉原に、秋葉原

UDXでは、オフィス、ITセンター、レストラン街、大規模駐車場

等の複合機能に加え、街に賑わいを生み出すイベントスペー

スや緑豊かなオープンスペースを人々の回遊動線上に設け

て秋葉原に新しい風を吹き込みます。

延床面積：161,000m2

規模：地上22階 地下3階

2006年3月

秋葉原UDX 開業予定

● 「次世代ワークプレースとしての空間づくり」をコンセプトに

マルチメディア対応や最新セキュリティシステムを備えたハイ

グレードなオフィスビルを提供します。

　栄北エリアの活性化を促す都市空間形成により、魅力的な

「街づくり」を目指します。

延床面積：76,525m2

規模：地上22階 地下3階

2005年9月

アーバンネット名古屋ビル 竣工予定

2006
おもな竣工予定

● 主要ビル別 NOI （百万円）

名称 主要用途 2004 2005

アーバンネット大手町ビル 東京都千代田区 ● 4,880 4,597

大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 ● 4,443 4,720

ＮＴＴ幕張ビル 千葉市美浜区 ● 1,713 1,982

グランパーク 東京都港区 ● 3,759 3,604

シーバンスＮ館 東京都港区 ● 2,566 2,676

東京オペラシティ 東京都新宿区 ● 1,485 1,445

アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 ● 1,025 964

アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 ● 481 450

名古屋三越Ｏ・Ｓセンター 名古屋市北区 ◆ 448 419

アーバンネットＣＳビル 名古屋市中区 ● 387 357

アーバンネット静岡ビル 静岡県静岡市 ● 361 351

アーバンネット静岡追手町ビル 静岡県静岡市 ● 241 328

アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 ● 283 93

アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 ● 278 446

ＮＴＴ大阪中央ビル 大阪市中央区 ● 492 491

アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 ● 558 514

アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 ● 192 307

アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 ● 553 451

アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 ● 504 491

アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 ● 70 334

ＮＴＴクレド基町ビル 広島市中区 ■ 3,684 3,977

ＮＴＴクレド白島ビル 広島市中区 ● 723 807

ＮＴＴクレド岡山ビル 岡山県岡山市 ● 541 557

ＮＴＴ－Ｔビル 福岡市中央区 ■ 1,970 2,028

ＮＴＴ－ＫＦビル 福岡市中央区 ● 291 297

アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 ● 196 225

エムズ大通ビル 札幌市中央区 ● 429 459

エムズ南22条ビル 札幌市中央区 ● 93 89

アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 ● － 74

その他の物件　計 11,556 12,338

合計 44,214 45,887

● 地域別・用途別 ＮＯＩ （百万円）

2004年３月期 合計 オフィス・商業 住宅・その他

東京都心部
26,942

20,245
1,360

東京都その他及び周辺都市部 5,336

地方都市部 17,272 14,640 2,632

合計 44,214 40,222 3,992

（百万円）

2005年３月期 合計 オフィス・商業 住宅・その他

東京都心部
27,782

20,923
1,774

東京都その他及び周辺都市部 5,084

地方都市部 18,105 15,445 2,659

合計 45,887 41,453 4,433
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● 分譲事業

● 不動産賃貸事業貸付可能面積の推移

2004
923,682

2005

953,222

不動産賃貸事業
　2005年3月期における不動産賃貸事業につきましては、「2003年問題」等の影響により悪化したオフィスビルの空室率の改

善を目指して、積極的かつ効果的な営業活動を展開するとともに、2004年10月に竣工したアーバンネット札幌ビル（札幌市）

の新規テナントのリーシング活動に取り組みました。当社の都心５区の空室率は、2004年3月期には7.0％でしたが、2005年３月

期には0.8％と急速に回復し、契約賃料につきましても、まだ低減傾向にあるものの下げ幅がかなり改善しております。

　この結果、不動産賃貸事業における2005年3月期の営業収益は73,816百万円（前年同期比1,282百万円増）、営業利益は

18,602百万円（同2,792百万円増）となりました。

分譲事業
　分譲事業につきましては、2005年3月期において、ＴＨＥ ＲＩＶＥＲ ＰＬＡＣＥ（大田区）、ジェントリーハウス品川大井（品川区）、

ザ・諏訪山レジデンス（目黒区）、タンタ タウン（横浜市）等の物件について収益を計上し、東京フロントコート（江東区）、ウェリ

営業収益� 営業利益�（百万円）�（百万円）�

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

2005200420032002
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5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

2005200420032002

73,816 18,602

※セグメント間の内部営業収益又は振替高を含みます。�

3月31日に終了した各年度�

3月31日に終了した各年度�

営業収益� 営業利益�（百万円）�（百万円）�

※セグメント間の内部営業収益又は振替高を含みます。�

0
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12,000

15,000

2005200420032002
0

500

1,000

1,500

2,000

2005200420032002

1,441

14,593

（m2）

2002年 7月 ウェリス円山南4条シティハウス 札幌市中央区

2003年 2月 グランウェリス哲学堂公園 東京都中野区

6月ヒルズ府中天神町ヴェールアリーナ 東京都府中市

11月 ウェリス阿倍野 大阪市阿倍野区

12月 ウェリスリビオ新御徒町 東京都台東区

2004年 1月 松濤アパートメント 東京都渋谷区

1月 ウェリス光が丘公園パークハウス 東京都練馬区

2月 パークハウス二番町 東京都千代田区

2月 パークホームズ浄心スカイビューステージ 名古屋市西区

3月 東陽町セントラルタワー 東京都江東区

9月 ジェントリーハウス品川大井 東京都品川区

2005年 3月 THE RIVER PLACE 東京都大田区

3月 ザ・諏訪山レジデンス 東京都目黒区

3月 シーサイドコート逗子海岸ウェリスステージ 神奈川県逗子市

3月 タンタ タウン［第一期］ 横浜市都筑区

3月 パークウェリス牛田旭 広島市東区

2002～2005年  分譲物件

13
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分譲事業の種類別・地域別営業収益等 2004 2005

戸数（戸） 収益（百万円） 戸数（戸） 収益（百万円）

マンション
引渡戸数

首都圏 159 9,387 307 12,504

　 その他の地域 46 1,490 10 834

完成在庫 5 － 34 －

宅地分譲等
引渡戸数

首都圏 7 546 6 887

　 その他の地域 － － 1 367

完成在庫 4 － － －

住宅分譲合計
引渡戸数

首都圏 166 9,933 313 13,392

　 その他の地域 46 1,490 11 1,201

完成在庫 9 － 34 －

● その他の事業

（注）1.戸数については引き渡しを完了した物件について記載しております。
　　2.共同事業物件につきましては、当社事業割合に応じた戸数を記載しております。
　　3.2005年におけるマンションの完成在庫34戸には、契約済未引渡しの物件14戸が含まれております。
　　4.「首都圏」とは、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県及び栃木県を指します。

スガーデン千葉みなと公園（千葉市）、ジオ・ウェリス西宮北口（西宮市）、タンタ タウン「アルボの丘」（稲城市）等の物件の販

売を行いました。マンションの分譲事業は、事業を開始した2001年3月期以降順調に事業規模を拡大しており、2005年3月期

の引渡戸数は318戸と2004年3月期の205戸から大幅に増加しました。

　この結果、分譲事業における2005年3月期の営業収益は14,593百万円（前年同期比3,169百万円増）、営業利益は1,441

百万円（同764百万円増）となりました。

その他の事業　

　その他の事業における2005年3月期の営業収益は12,032百万円（前年同期比297百万円減）、営業利益は368百万円（同643

百万円減）となりました。

営業収益� 営業利益�（百万円）�（百万円）�
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※セグメント間の内部営業収益又は振替高を含みます。�

3月31日に終了した各年度�
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環境保全活動

● 環境方針

　資源消費・環境負荷・廃棄の低減と自然環境との共生（健

康・快適性への配慮）に資する持続可能な都市と建築空間

の創造・維持管理により健康で安全な都市環境の実現に努

めます。

 行動基本テーマ

1. 地球温暖化の抑制

省資源・省エネルギー活動を通じて、温室効果ガスの発生を
抑制していきます。

2. 資源の有効利活用と廃棄物の低減

廃棄物の減量化と分別収集、リサイクル商品の利用を推進し
ていきます。

3. 自然環境との共生

自然環境保全と循環に配慮した開発計画や自然災害への
対策など自然のメカニズムと人間活動との調和を図ってい
きます。

4. 地域社会活動への参画・支援

地域社会における環境保全活動等へ積極的に参画・支援を
行い、環境保全活動に努めていきます。

5. オゾン層の保護

オゾン層破壊物質の回収、再利用、破壊を推進していきます。

温暖化防止　地球温暖化防止のため、事業に伴って排出される温室効果ガ

スの削減に努めています。具体的には、運用面における工夫に加えてコー

ジェネレーションシステムの排熱利用、省エネルギー型機器の採用・設置な

どを積極的に推進しています。

2003 2004 2005

温室効果ガス排出量＊の推移（t・CO2） 38,330 42,181 44,533

紙資源削減　地球温暖化の抑制力がある森林を保護するため、紙資源の節

減、特に純正パルプ使用量の削減に取り組んでいます。具体的にはオフィス

での100％再生紙の使用、オフィスの紙ゴミからリサイクルされたトイレット

ペーパーの使用など、再生紙の利用に努めており、純正パルプ使用量は大き

く減少しました。
2003 2004 2005

純正パルプ使用量の推移（t） 3.4 2.3 0.8

廃棄物削減　不動産事業における環境負荷は、建物や設備の開発（企画・設

計・建設）、運用、改修、撤去といった一連の事業に伴うものが大部分を占めま

す。そのため、当社は事業の各段階における建設副産物対策に積極的に取り

組んでいます。特に、環境に配慮した「建物グリーン設計」の適用を推進し、設

計や工法検討の際にも事業の各段階における廃棄物の削減が実現できるよ

う努めています。

項目 方策 2005年の目標 2005年の達成状況

温暖化防止 電力・ガス使用量などの 対前年比較可能なビルについて、対前年実績の1%減 目標末達成
削減によるCO2排出量の削減 （40,935t-CO2以下） 実績：42,838t-CO2（総量：44,533t）

紙資源削減 100%再生紙の利用促進による 対前年比較可能なビルについて、対前年実績の1%減 目標達成
純正パルプ使用量の削減 （2.3t以下） 実績：0.8t

紙資源総使用量の削減 対前年比較可能なビルについて、対前年実績の1%減 目標末達成
（193.2t以下） 実績：197.6t

廃棄物削減 建設副産物のリサイクルの 建設廃棄物（コンクリート、アスファルト・コンクリート、木材） 目標達成
（建設副産物） 推進削減 リサイクル率＊95%以上を達成する 実績：99.3%

＊工事現場から直接最終処分場に持ち込んだもの以外は、全てリサイクルされたと定義しています。

● 2005年の環境目標と達成状況

建設副産物発生量と再利用の状況（2004年度） 発生量 最終処分量

コンクリート塊（t） 4,480.90 2.7

アスファルト・コンクリート塊（t） 40.7 0

木くず（t） 306.7 34.7

その他（t） 2,893.20 674.8

＊1）各年度の電気・都市ガス・重油・熱供給の使用に伴う温室効果ガスの排出量
です。算出には次の排出係数を使用しています。
電気：0.357㎏-CO2/kWh、都市ガス：2.2㎏-CO2/m3、
重油：2.9㎏-CO2/l、熱供給：0.067-CO2/mj

＊2）賃貸ビルのテナント部分における電気使用量の削減は、�管理上把握が困難
なため、この値からは除外しています。
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株主総会�

取締役会�

監査�

会計監査�代表取締役社長�

考査室�

内部監査�
スタッフ部門、事業部等�

経営会議�

監査役会� 会計監査人�

● コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

　当社は、企業価値の最大化を図るためにはコーポレート・

ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであると認識し

ており、投資家の皆さまをはじめ、お客様、取引先、地域社会

など様々な利害関係者との信頼関係を深めるため、経営の

透明性を確保し、アカウンタビリティーを充実させ、リスクマネ

ジメントやコンプライアンス、企業倫理の確立にも配意し、経

営効率を向上させていくことに努めます。

● コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

　会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理

組織その他のコーポレート・ガバナンス体制の状況

a）会社の機関の内容

当社は監査役制度を採用しており、会社の機関として商

法に定められる株主総会、取締役会及び監査役会を設

置しております。また、取締役社長が決定する事項のう

ち、経営上の重要事項を予め審議する機関として経営会

議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努め

ております。

b）内部統制システムの整備の状況

取締役会の監督、監査役会の監査の下、取締役社長は、

右図のとおり内部統制システムを構築・整備して業務執行

を行っております。

c）リスク管理体制の整備の状況

リスクマネジメントについては、企業の価値を維持・増大さ

せていくため、事業に関連する内外の様々なリスクを把握

し適切な対策を実施することにより、より適切で大胆な経

営判断を行うことができるものと考えております。

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

d）内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

内部監査及び監査役監査

　当社における内部統制については、内部監査担当部門

である考査室（3名）を社長直轄に設置し、業務執行から独

立した立場で内部監査を実施しております。内部監査計

画に基づき、事業運営活動が、法令、定款及び諸規程並

びに経営方針や計画に沿って行われているかを検証し、

問題点の指摘と解決方法の検討を行っております。これ

により経営効率及び収益力の向上に寄与し、当社グルー

プの健全性の保持に貢献すると考えております。

会計監査

　当社は、2004年3月期から中央青山監査法人により証券

取引法及び商法特例法に基づく監査を受けております。

コーポレート・ガバナンス体制
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●営業収益

　2005年3月期における営業収益は96,188百万円であり、前年同期比2,632百万円増（同2.8％増）と

なりました。収益増加の最も大きな要因は分譲事業収益の増加であります。

不動産賃貸事業　不動産賃貸事業収益は73,816百万円であり、前年同期比1,282百万円増（同

1.8％増）となりました。変動の主な要因としましては、アーバンネット札幌ビル等新規ビル竣工等

に伴い収益が増加（1,887百万円増）する一方で、既存ビルにおける賃料改訂等に伴う収益の減

少（278百万円減）、前期に子会社を清算したことに伴う収益の減少（257百万円減）による影響が

あげられます。

分譲事業　分譲事業収益は14,593百万円であり、前年同期比3,169百万円増（同27.7％増）とな

りました。変動の主な要因としましては、ザ・諏訪山レジデンス等、2005年3月期に竣工・引渡しを

完了した物件の増加に伴い収益が増加したことがあげられます。

その他の事業　その他の事業収益は12,032百万円であり、前年同期比297百万円減（同2.4％減）

となりました。変動の主な要因としましては、前期に子会社を清算したことに伴う収益の減少（568

百万円減）等があげられます。

●営業総利益

　2005年3月期における営業原価は69,692百万円であり、前年同期比359百万円減（同0.5％減）とな

りました。

　不動産賃貸事業においては、2005年3月期に竣工した新規ビル等による原価の増加要因がありま

したが、既存ビルにおける減価償却費の減少などにより、不動産賃貸事業原価は減少しております。

経営者による経営成績及び財政状態の分析

営業収益�
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（百万円）�

3月31日に終了した各年度�

経営成績の分析
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　分譲事業においては、2005年3月期に竣工・引渡しを行った分譲物件の増加に伴い原価が増加し

ております。

　その他の事業においては、連結子会社の減少などにより原価が減少しております。

　以上の結果、2005年3月期の営業総利益は、前年同期比2,992百万円増（同12.7％増）の26,495百

万円となりました。

●営業利益

　2005年3月期の販売及び一般管理費は9,160百万円であり、前年同期比663百万円増（同7.8％増）

となっております。主な変動要因としましては、外形標準課税制度の導入による増加、分譲事業にお

ける広告宣伝費の増加などがあげられます。

　以上の結果、2005年3月期の営業利益は、前年同期比2,329百万円増（同15.5％増）の17,335百万

円となりました。

●税金等調整前当期純利益

　2005年3月期の税金等調整前当期純利益は、新株発行費、株式公開費用の計上（574百万円）が

あったものの、前期に計上した繰延弁済手数料が2005年3月期に発生しなかったこと（1,983百万円

減）、固定資産除却損の減少（514百万円減）などの要因により、前年同期比5,522百万円増（同83.0

％増）の12,174百万円となりました。

●当期純利益

　2005年3月期における法人税等、及び法人税等調整額は4,987百万円、前年同期比2,079百万円

増（同71.5％増）となりました。

　以上の結果、2005年3月期の当期純利益は7,182百万円、前年同期比3,441百万円増（同92.0％増）

となりました。
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●連結貸借対照表の状況

　2005年3月期末において、資産は前期末に比べ増加しました。主な要因としましては、設備投資、

投資有価証券の取得、分譲事業におけるたな卸資産の増加等によるものです。

　負債の減少の主な要因は、有利子負債が減少したこと等によるものです。

　資本の増加の主な要因は、新株式発行等によるものです。

●連結キャッシュ・フローの状況

　2005年3月期における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益の増加等に

より資金を得た一方で、たな卸資産の増加、法人税等の支払額の増加等で資金を使用したことによ

り、前期に比べ3,115百万円増加いたしました。

　投資活動によるキャッシュ・フローにより使用した資金は、有形固定資産の取得による支出、投資

有価証券の取得による支出等によるもので、前期に比べ2,851百万円減少いたしました。

　財務活動によるキャッシュ・フローにより得た資金は、長期借入金の減少等により資金が減少する

一方で、株式の発行により資金が増加したことにより、前期に比べ1,658百万円増加いたしました。

　なお、当社においてはコマーシャル・ペーパー（短期債）並びに社債（長期債）について㈱格付投

資情報センターより格付けを取得しており、コマーシャル・ペーパーについてはａ－1、社債については

Ａ＋となっております。

　当社グループ（当社及び連結子会社）は、不動産賃貸事業を中心として収益の拡大に寄与できる

ビルへの新設工事等への投資と、事業拡大のため、事業用地の取得を中心として設備投資を実施

しております。

　2005年3月期における設備投資の内訳は右

表のとおりであります。

　不動産賃貸事業における主な設備投資は、

アーバンネット札幌ビル4,687百万円の取得並

びにアーバンネット名古屋ビル5,771百万円の

投資であります。

事業の種類別セグメントの名称 設備投資額（百万円）

不動産賃貸事業 17,827
分譲事業 4
その他の事業 13
　計 17,844
消去又は全社 66
　合計 17,911

株主資本� 有利子負債�
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財政状態の分析

設備投資の概要
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●不動産賃貸事業に関するリスクについて

　当社は、2005年3月期における連結営業収益の73.5％を不動産賃貸事業収益で占めております。

不動産賃貸事業は景気動向等に影響を受けやすい傾向があり、不動産市場における需給悪化によ

る空室率の上昇や賃料相場の下落は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、

主要テナントの資力、退去又は利用状況等によっては、不動産の稼働率が低下し保有する事業用不

動産から得られる収益が大きく影響を受けるおそれがあります。

●分譲事業に関するリスクについて

　当社グループが分譲事業を行う主要地域である東京及びその近郊においては、業者間の競争が

激しく、今後数年間に多くの高層マンションの建設が予定されているため、供給戸数が増加し、更に

競争が激化するおそれがあります。その結果、分譲価格が低下し、当社グループの業績に影響が及

ぶ可能性があります。

●建物の毀損及び滅失並びに劣化に関するリスクについて

　大規模な地震や洪水等の自然災害、火災、事故やテロ等により、保有している賃貸用建物が毀損、

滅失又は劣化した場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が生じます。

●減損会計導入による影響

　減損会計については「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（2002年8月9日

企業会計審議会）に基づき、2006年3月期決算から適用することとしております。当社グループが保

有する固定資産については、現時点では経営状況に著しい影響を与えるような減損が生じる資産は

少ないと判断しておりますが、今後の不動産市況の悪化等により事業用不動産に対して減損処理が

必要となった場合には当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。

●有利子負債残高の影響について

　2005年3月期の連結有利子負債残高は、一時的に前期より減少し231,784百万円となりましたが、

市中金利が上昇した場合には当社グループの事業展開に影響を及ぼす可能性があります。

　また、当社グループの資金調達は、資本市場の不況、金融機関による与信制限、金融機関の破綻、

当社の格付の低下等の事由により制約を受けることがあります。

●秋葉原駅前開発事業における特定目的会社への優先出資

　当社と鹿島建設㈱との共同で設立した「ユーディーエックス特定目的会社（ＳＰＣ）」に対して、同社

が東京都から当該開発事業の土地を取得するための資金及び建物建設資金の一部として、2005年

2月24日に58億円（出資総額116億円）を優先出資いたしました。

　なお、当社は、同社に対して、2002年6月26日に50億円、2004年2月24日に38.5億円の優先出資を

行っており、2005年3月期末における当社の出資総額は146.5億円となりました。

事業等のリスク

経営上の重要な

契約等
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千米ドル
百万円 （注記3）

2004 2005 2005

流動資産:

現金及び現金同等物 ¥ 6,362 ¥ 10,203 $ 95,014

定期預金及び短期投資 20 20 186

受取手形及び営業未収入金 4,446 6,291 58,588

貸倒引当金 (0) (7) (66)

たな卸資産（注記4） 8,074 13,685 127,433

繰延税金資産（注記12） 237 238 2,222

その他 2,238 2,384 22,203

流動資産合計 21,378 32,816 305,582

有形固定資産 (注記7及び14)：

建物及び構築物 578,295 587,313 5,468,977

機械装置及び運搬具 13,008 13,346 124,277

工具、器具及び備品 11,919 12,334 114,855

土地 59,788 60,612 564,411

建設仮勘定 4,802 7,087 66,001

小計 667,813 680,693 6,338,522

減価償却累計額 (263,830) (284,248) (2,646,879)

有形固定資産合計 403,983 396,445 3,691,642

投資その他の資産:

投資有価証券（注記5） 11,835 20,138 187,529

長期前払費用 23,953 22,525 209,755

無形固定資産 2,036 1,910 17,790

繰延税金資産（注記12） 3,125 4,901 45,642

その他 1,606 1,496 13,933

貸倒引当金 (6) (6) (61)

投資その他の資産合計 42,551 50,966 474,590

資産合計 ¥ 467,914 ¥ 480,228 $ 4,471,815

連結財務諸表の注記を参照のこと。

資産

連結貸借対照表
2004年及び2005年3月31日現在
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千米ドル
百万円 （注記3）

2004 2005 2005

流動負債:

短期借入金（注記6） ¥ 19,000 ¥ 10,000 $ 93,118

１年以内返済予定の長期借入債務（注記6及び7） 37,780 45,223 421,118

支払手形及び営業未払金 5,957 4,523 42,117

未払法人税等（注記12） 407 1,449 13,501

その他（注記6） 20,102 15,125 140,845

流動負債合計 83,249 76,322 710,701

固定負債:

長期借入債務（注記6及び7） 217,839 176,560 1,644,109

退職給付引当金（注記8） 723 4,670 43,494

役員退職慰労引当金 239 235 2,188

受入敷金保証金 117,803 113,336 1,055,368

その他 46 5 54

固定負債合計 336,653 294,808 2,745,216

少数株主持分 83 88 820

資本（注記9及び18）：

資本金:
授権株式数－2,100,000株
発行済株式数 26,320 48,760 454,046
　2004年－526,240株
　2005年－658,240株

資本剰余金 0 34,109 317,625

利益剰余金 21,405 25,903 241,206

その他有価証券評価差額金 202 236 2,198

資本合計 47,928 109,009 1,015,076

負債及び資本合計 ¥ 467,914 ¥ 480,228 $ 4,471,815

連結財務諸表の注記を参照のこと。

負債及び資本
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千米ドル
百万円 （注記3）

2004 2005 2005

営業収益 ¥ 93,556 ¥ 96,188 $ 895,692

営業原価 70,052 69,692 648,968

営業総利益 23,503 26,495 246,723

販売費及び一般管理費（注記10） 8,497 9,160 85,302

営業利益 15,005 17,335 161,421

その他の収益（費用）：

受取利息 0 2 27

支払利息 (4,929) (3,562) (33,171)

持分法による投資利益 104 125 1,165

その他（注記11） (3,529) (1,725) (16,071)

(8,353) (5,160) (48,050)

税金等調整前当期純利益 6,652 12,174 113,370

法人税、住民税及び事業税（注記12）：

当年度分 2,939 6,786 63,194

繰延税額 (31) (1,798) (16,750)

法人税、住民税及び事業税合計 2,908 4,987 46,444

少数株主利益 (3) (4) (44)

当期純利益（注記13） ¥ 3,740 ¥ 7,182 $ 66,881

連結財務諸表の注記を参照のこと。

連結損益計算書
2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度
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千米ドル
百万円 （注記3）

2004 2005 2005

資本金：

資本金期首残高 ¥ 26,320 ¥ 26,320 $ 245,087

資本金増加高：

増資による新株の発行（2005年－132,000株） － 22,440 208,958

資本金期末残高 ¥ 26,320 ¥ 48,760 $ 454,046

資本剰余金：

資本剰余金期首残高 ¥ 0 ¥ 0 $ 0

資本剰余金増加高：

増資による新株の発行（2005年－132,000株） － 34,108 317,616

資本剰余金期末残高 ¥ 0 ¥ 34,109 $ 317,625

利益剰余金：

利益剰余金期首残高 ¥ 20,350 ¥ 21,405 $ 199,320

利益剰余金増加高：

当期純利益 3,740 7,182 66,881

利益剰余金減少高：

配当金 (2,631) (2,631) (24,501)

役員賞与 (54) (53) (493)

利益剰余金期末残高 ¥ 21,405 ¥ 25,903 $ 241,206

その他有価証券評価差額金：

その他有価証券評価差額金期首残高 ¥ 66 ¥ 202 $ 1,885

その他有価証券評価差額金当期純変動額 136 33 313

その他有価証券評価差額金期末残高 ¥ 202 ¥ 236 $ 2,198

連結財務諸表の注記を参照のこと。

連結株主持分計算書
2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度
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連結キャッシュ・フロー計算書
2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度

千米ドル
百万円 （注記3）

2004 2005 2005

営業活動によるキャッシュ・フロー：

税金等調整前当期純利益 ¥ 6,652 ¥ 12,174 $ 113,370
調整項目：
減価償却費 24,658 23,865 222,233
貸倒引当金の増加(減少)額 (2) 7 65
退職給付引当金の増加額 245 3,947 36,754
受取利息及び受取配当金 (27) (29) (276)
支払利息 4,929 3,562 33,171
繰上弁済手数料 1,983 － －
持分法による投資利益 (104) (125) (1,165)
有形固定資産売却益 (722) (322) (3,007)
有形固定資産売却損 206 － －
有形固定資産除却損 2,219 1,704 15,875
投資有価証券評価損 76 － －
売上債権の(増加)減少額 1,707 (1,845) (17,184)
たな卸資産の(増加)減少額 2,014 (4,142) (38,577)
仕入債務の増加(減少)額 478 (1,434) (13,361)
受入敷金保証金の減少額 (9,661) (2,961) (27,577)
役員賞与の支払額 (54) (53) (493)
その他 (4,663) 2,056 19,147
小計 29,934 36,402 338,975

利息及び配当金の受取額 60 64 601
利息の支払額 (5,206) (3,779) (35,192)
繰上弁済手数料の支払額 (1,983) － －
法人税等の支払額 (1,347) (8,115) (75,570)
営業活動によるキャッシュ・フロー 21,457 24,572 228,813

投資活動によるキャッシュ・フロー：

定期預金の払戻しによる収入 35 － －
有形固定資産の取得による支出 (27,748) (19,834) (184,692)
有形固定資産の売却による収入 2,215 327 3,044
投資有価証券の取得による支出 (3,882) (8,159) (75,980)
その他 (1,284) (146) (1,360)
投資活動によるキャッシュ・フロー (30,663) (27,812) (258,988)

財務活動によるキャッシュ・フロー：

短期借入金の純増加(減少)額 11,000 (9,000) (83,806)
コマーシャル・ペーパーの純増加(減少)額 4,000 (4,000) (37,247)
長期借入れによる収入 59,300 8,000 74,494
長期借入金の返済による支出 (64,814) (31,835) (296,449)
社債の発行による収入 10,000 － －
社債の償還による支出 － (10,000) (93,118)
長期未払金の返済による支出 (11,431) － －
株式の発行による収入 － 56,548 526,574
配当金の支払額 (2,631) (2,631) (24,501)
財務活動によるキャッシュ・フロー 5,422 7,081 65,945

現金及び現金同等物の純増加(減少)額 (3,783) 3,841 35,770
現金及び現金同等物の期首残高 10,146 6,362 59,244
現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 6,362 ¥ 10,203 $ 95,014

連結財務諸表の注記を参照のこと。
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連結財務諸表の注記

1.

作成の基礎

2.

重要な会計方針の要約

　NTT都市開発株式会社（以下「当社」）及び連結子会社の連結財務諸表は、日本において一般に

公正妥当と認められた会計原則に従って作成されております。これらの会計原則は一部において、

国際財務報告基準によって求められている適用方法及び開示方法と異なっております。添付の連結

財務諸表は日本の証券取引法の要求に従い当社が作成した有価証券報告書を基に編集されてお

ります。

　従って、添付の連結財務諸表に開示された情報は有価証券報告書を基に翻訳されたものであり、

その情報の範囲及び内容は有価証券報告書上に開示されたものに限ります。しかし、海外の読者に

対する便宜のため、添付の連結財務諸表はいくつかの項目について組み替えを行っております。

　又、日本の証券取引法では、百万円未満の金額を切り捨てることが認められており、添付の連結財

務諸表の円及び米ドルの金額について、個別の勘定の合計金額と記載されている合計金額は必ず

しも一致しておりません。

(a) 連結の基本方針

　添付の連結財務諸表は、当社及び当社が直接及び間接的に支配している全ての子会社の勘定

を含んでおり、重要な関係会社間の債権債務及び取引高は連結上消去されております。又、連結子

会社の資産及び負債の評価に関しては、全面時価評価法を採用しております。

　2004年及び2005年3月31日現在における当社の連結子会社は以下のとおりです。

2004 2005

エヌ・ティ・ティ北海道エスパス㈱ エヌ・ティ・ティ北海道エスパス㈱

㈱大手町ファーストスクエア ㈱大手町ファーストスクエア

ジーピービル管理㈱ ジーピービル管理㈱

エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス㈱ エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス㈱

㈱ノックストゥエンティワン ㈱ノックストゥエンティワン

ディ・エヌ・フード㈱ ディ・エヌ・フード㈱

基町パーキングアクセス㈱ 基町パーキングアクセス㈱

　なお、 エヌ・ティ・ティ・アセット・プランニング㈱は、2004年会計年度において清算したため連結の

範囲から除いておりますが、清算結了時までの損益計算書及びキャッシュ・フロー計算書については

連結しております。

　当社が営業及び財務の方針に重要な影響力を行使している会社は持分法により連結財務諸表

に含められております。
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　2004年及び2005年3月31日現在における当社の持分法適用関連会社は以下のとおりです。

2004 2005

東京オペラシティビル㈱ 東京オペラシティビル㈱

㈱ディ・エイチ・シー・東京 ㈱ディ・エイチ・シー・東京

東京オペラシティ熱供給㈱ 東京オペラシティ熱供給㈱

ユーディーエックス特定目的会社 ユーディーエックス特定目的会社

㈱クロスフィールドマネジメント

　上記の全ての連結子会社及び持分法適用関連会社の事業年度の末日は、連結決算日と一致し

ております。

(b) 現金及び現金同等物

　現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクしか負わず、取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する短期投

資からなっております。

(c) たな卸資産

　たな卸資産は、個別法による原価法を採用しております。

(d) 短期投資及び投資有価証券

　市場性のある有価証券は、公正価値で評価され、未実現損益の変動は、適用される税額控除後の

金額で株主持分に直接含めております。市場性のない有価証券は原価で評価しております。又、売

却原価は移動平均法により算出しております。

(e) 有形固定資産

　有形固定資産は取得原価で計上しております。当社及び連結子会社の有形固定資産の減価償却

費は、見積耐用年数を基に、1998年4月1日以降に取得した建物並びにその他３棟の建物に定額法

を採用している以外は、定率法を採用しております。なお、耐用年数は、建物及び構築物は 15年か

ら50年、機械装置及び運搬具は5年から17年、工具、器具及び備品は2年から20年となっております。

重要な改良や追加は取得原価で資産計上し、維持及び修繕費は発生時に費用処理しております。

(f) 無形固定資産及び償却費

　無形固定資産は取得原価で計上し、定額法で償却しております。なお、自社利用のソフトウエアに

ついては、社内における利用可能な期間（5年）で償却しております。

(g) 長期前払費用

　長期前払費用は定額法で償却しております。
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(h) 新株発行費

　新株発行費は、全額支出時に費用として処理しております。

(i) 重要なリース取引の処理方法

　解約不能なリース取引は、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。但し、リー

ス契約上、リース資産の所有権が借手に移転する場合には、ファイナンス・リース取引として会計処理

しております。

(j) 退職給付引当金

　退職給付引当金は、主に、貸借対照表日現在の退職給付債務及び年金資産の公正価値に基づ

き、未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務債務を調整した額を計上しております。退職給付

債務は従業員の平均残存勤務年数に基づき、期間定額基準で算定しております。

　数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間に基づく年

数による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

　過去勤務債務は、発生年度より、その発生時の従業員の平均残存期間に基づく年数による定額法

により費用処理することとしております。

　又、当社及び連結子会社の役員退職時の一時金の支出に備えるため、役員退職慰労引当金とし

て、退職給付制度に基づき期末要支給額を積み立てております。

(k) 法人税等

　法人税等は資産負債法を用いて、すなわち、財務諸表上の資産及び負債の金額と税務上の評価

額との差額について繰延税金資産及び負債を認識し、それらは当該差額が解消すると期待される時

点で適用される税率を用いて計算しております。

(l) 収益の認識基準

　分譲事業に係る収益は、商品を引渡し顧客により承諾された時点で計上されます。不動産賃貸業

に係る収益は、リース期間にわたりサービスが発生した時点で認識されます。

　一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸念債権は個別に回収可能性を検討し、貸倒引当金を計上

しております。

(m) 消費税の会計処理

　消費税の会計処理は税抜方式によっております。

(n) デリバティブ

　会社及び連結子会社は、デリバティブ取引を金利変動リスクの回避を目的として使用しておりま

す。デリバティブ金融商品は公正価値で評価され、未実現損益の変動は利益又は損失として計上し

ております。但し、繰延ヘッジ会計の要件を満たす場合には、当該未実現損益は資産又は負債として

繰延べております。又、特例処理の要件を満たしている金利スワップについては、公正価値で評価せ

ず、金銭の受払の純額を当期の利息に加減する方法で処理しております。
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(o) 利益処分

　日本の商法においては、特定の事業年度に係る利益処分は、事業年度終了後3ヵ月以内に開催

される株主総会の決議によって行われます。従って、添付の連結財務諸表には、その事業年度に

株主総会で承認され、処分された前事業年度に係る利益処分の金額が反映されております。

(p) 固定資産の減損に関する新会計基準

　2002年8月9日に、企業会計審議会が「固定資産の減損に係る会計基準」を公布しました。基準

書は、資産の帳簿価額が回復しない兆候が見受けられた場合はいつでも減損を認識するべきか

判断し、純売却価格と利用価値の高いほうを測定して、回復可能な金額まで減損資産又は資産グ

ループの帳簿価額を減額し、損失を損益計算書に計上することを要求しております。

　基準書は2005年4月1日以降に開始する会計年度から適用されますが、2004年4月1日以降に開

始する会計年度、及び、2004年3月31日から2005年3月30日までに終了する会計年度においては、

早期適用が認められております。

　当社は、現在のところ減損会計は適用しておりませんが、当社の経営陣は、減損が当社の連結

財務諸表に与える影響は大きくないと予想しております。

　連結財務諸表及び注記の米ドル換算額は、2005年3月31日現在の為替相場である1米ドル＝

107.39円で換算しております。なお、この米ドル表示は単に読者の便宜のためであり、円金額がその

レートあるいはその他のレートで米ドルに換金、実現あるいは決済された、又はされうることを意味する

ものではありません。

　2004年及び2005年3月31日現在のたな卸資産は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

販売用不動産 ¥ 479 ¥ 1,559 $ 14,523

販売用仕掛不動産 7,490 11,981 111,573

原材料、貯蔵品及びその他 103 143 1,336

　　　合計 ¥8,074 ¥13,685 $127,433

3.

米ドル金額

4.

たな卸資産
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5.

有価証券 (a) 2004年及び2005年3月31日現在の市場性のある有価証券の取得価額、帳簿価額及び未実現損

益は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

取得価額：

株式 ¥ 953 ¥ 953 $ 8,880

債権 59 59 558

合計 ¥1,013 ¥1,013 $ 9,438

帳簿価額：

株式 ¥1,301 ¥1,355 $12,618

債権 59 59 558

合計 ¥1,361 ¥1,415 $13,177

未実現損益：

株式 ¥ 347 ¥ 401 $ 3,738

債権 0 0 0

合計 ¥ 347 ¥ 401 $ 3,738

(b) 2004年及び2005年3月31日現在の市場性のない有価証券の帳簿価額は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

非上場株式(店頭売買株式を除く) ¥ 547 ¥ 553 $ 5,151

非上場優先出資証券    100    100  931

匿名組合出資金 － 2,350 21,882

　　　合計 ¥ 647 ¥3,003 $27,965

(c) 2004年及び2005年3月31日現在の満期がある有価証券の償還予定額は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

1年以内 ¥ 50 ¥ 59 $ 558

1年超5年以内    9    －  －

5年超10年以内    －    －  －

10年超 － － －

合計 ¥ 59 ¥ 59 $ 558

(d) 2004年及び2005年3月31日現在の関連会社に対する投資は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

株式 ¥1,034 ¥ 1,131 $ 10,533

優先出資証券 8,851 14,649 136,411

合計 ¥9,886 ¥15,780 $146,944
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　2004年及び2005年3月31日現在の短期借入債務及びその加重平均利率は以下のとおりです。
百万円 千米ドル 加重平均利率

2004 2005 2005 2004 2005

短期銀行借入金 ¥19,000 ¥10,000 $ 93,118 0.2% 0.2%

コマーシャル・ペーパー
（流動負債｢その他｣） 4,000 － － 0.0% －%

　2004年及び2005年3月31日現在の長期借入債務の内訳は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

区分 利率 満期 2004 2005 2005

無担保社債 1.40% 2004 ¥ 10,000 ¥ － $ －

無担保社債 1.50% 2005 5,000 5,000 46,559

無担保社債 0.70% 2006 7,500 7,500 69,838

無担保社債 0.80% 2007 4,300 4,300 40,040

無担保社債 0.60% 2007 5,000 5,000 46,559

無担保社債 0.90% 2008 10,000 10,000 93,118

銀行及びその他の金融機関からの借入

担保付債務 0.85－5.80% 2022 48,778 49,910 464,763

無担保債務 0.00－3.77% 2006－2014 165,041 140,073 1,304,348

255,620 221,784 2,065,228

1年以内返済予定額控除 37,780 45,223 421,118

合計 ¥217,839 ¥176,560 $1,644,109

　2005年3月31日現在の長期借入金債務の返済期限は以下のように要約されます。
百万円 千米ドル

2006年 ¥ 45,223 $ 421,118

2007年 40,333 375,581

2008年 35,501 330,583

2009年及びそれ以降 100,725 937,944

合計 ¥221,784 $2,065,228

　2004年及び2005年3月31日現在、各々の長期借入金48,778百万円及び49,910百万円 (464,763

千米ドル)に対し、下記の資産を担保として提供しております。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

建物 ¥147,457 ¥144,505 $1,345,615

土地 5,811 6,636 61,800

合計 ¥153,269 ¥151,142 $1,407,416

7.

担保に供している資産

6.

短期借入債務及び
長期借入債務
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　当社及び連結子会社は、従業員に対する確定給付型の退職給付制度として、基本給、勤続年数、

及び退職の事由を基礎とした厚生年金基金制度、規約型企業年金制度及び退職一時金制度を設

けております。

　2004年及び2005年3月31日現在の当社及び連結子会社の確定給付型退職給付制度に係る積立

及び引当状況、並びに連結貸借対照表上計上されている金額は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

退職給付債務 ¥(2,186) ¥(7,633) $(71,077)

年金資産の公正価値 1,429 4,033 37,556

未積立退職給付債務 (756) (3,599) (33,520)

未認識数理計算上の差異 29 (1,075) (10,011)

未認識過去勤務債務 4 3 37

退職給付引当金 ¥ (723) ¥(4,670) $(43,494)

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度の退職給付費用の内訳は以下のように要約

されます。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

勤務費用 ¥ 436 ¥ 283 $ 2,643

利息費用 42 211 1,972

期待運用収益 (23) (35) (332)

数理計算上の差異の費用処理額 26 7 65

過去勤務債務の費用処理額 0 0 1

従業員拠出額 (38) (14) (131)

退職給付費用 ¥ 443 ¥ 453 $ 4,218

　2004年及び2005年3月31日現在、上記制度の会計処理に用いられた仮定は以下のとおりです。
2004 2005

割引率 2.5% 2.5%

期待運用収益率 2.5% 2.5%

数理計算上の差異の処理年数 10.8～11.5年 10.5～13.2年

過去勤務債務の額の処理年数 11.2～11.5年 11.2～11.5年

従業員年金制度のうち代行部分の政府への移管：

　当社の退職給付制度は、企業年金に加えて、政府の厚生年金の一部を代行する形となっておりま

す。2001年6月に、確定給付企業年金法が制定され、企業が代行部分の年金資産を政府へ移管する

ことによって、将来分支給義務に対する債務を認識しないことが許されるようになりました。代行部分

を移管するためには、企業は厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受ける必要がありま

す。又、過去の従業員のサービスの提供に関連する代行部分の残りの給付債務を分離するためには、

更に、厚生労働大臣の認可を受ける必要があります。認可を受けると、代行部分の残りの給付債務（過

去のサービスにより獲得された）と年金資産のうち政府が特定した部分が政府に移管されます。

8.

退職給付制度
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　当社は、将来分支給義務の免除申請を行い、2003年9月1日に厚生労働大臣の認可を受けました。

2004年及び2005年3月31日において測定された年金資産のうち政府が特定した返還部分の金額は、

各 4々43百万円及び873百万円（8,137千米ドル）となっております。年金資産の日本政府への返還が

行われたと仮定すると、2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度においては、各々341百

万円及び684百万円（6,373千米ドル）の利益が計上される見込みです。

　日本の商法に従い、当社は利益準備金を積み立てており、これは利益剰余金に含まれております。

商法は、利益準備金及び資本準備金の合計額が資本金の25％に達するまで、利益処分のうち現金

で支払われる金額の少なくとも10％以上を利益準備金として積み立てることを要求しています。当

該利益準備金は2004年及び2005年3月31日現在、各々3,168百万円及び3,437百万円（32,008千米

ドル）となっております。

　商法は、資本準備金及び利益準備金を配当の原資とすることを禁止しておりますが、株主総会の

決議により両者を欠損補填に充当するか、あるいは、取締役会の決議により資本金へ組み入れるこ

とが認められております。又、商法では、資本準備金と利益準備金の合計額が資本金の25％を超過

している場合、株主総会の決議により、超過分を資本の払い戻し、もしくは、利益の配当として株主へ

分配することができます。

　当社は、2004年11月4日に132,000株の新株を発行したことにより、資本金及び資本準備金が、各々

22,440百万円（208,958千米ドル）及び34,108百万円（317,625千米ドル）増加いたしました。

　2004年3月31日に終了した会計年度における販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおり

です。
百万円

給与、手当及び賞与 ¥ 2,823

業務委託費 1,449

広告宣伝費 856

退職給付費用 315

役員退職慰労引当金組入額 65

　2005年3月31日に終了した会計年度における販売費及び一般管理費の主な内訳は以下のとおり

です。
百万円 千米ドル

給与、手当及び賞与 ¥ 2,947 $ 27,447

業務委託費 1,421 13,236

広告宣伝費 1,115 10,389

退職給付費用 330 3,079

役員退職慰労引当金組入額 72 673

10.

販売費及び一般管理費

9.

株主持分
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　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度の「その他の収益（費用）」の「その他」の内訳

は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

受取配当金 ¥ 26 ¥ 26 $ 248

受取手数料 62 72 673

受取分担金 95 113 1,058

固定資産受贈益 118 5 54

受取違約金 63 － －

有形固定資産売却益 515 322 3,007

貸倒引当金戻入益 2 － －

新株発行費 － (347) (3,231)

株式公開費用 － (227) (2,121)

繰上弁済手数料 (1,983) － －

有形固定資産除却損 (2,219) (1,704) (15,875)

投資有価証券評価損 (76) － －

会員権評価損 (1) － －

子会社整理損 (170) － －

事業撤退損 (14) － －

その他 51 12 114

合計 ¥ (3,529) ¥ (1,725) $(16,071)

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度の「その他の収益（費用）」に含まれる「有形固

定資産売却益(損)」の内訳は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

土地 ¥ 722 ¥ 322 $ 3,007

建物 (206) － －

合計 ¥ 515 ¥ 322 $ 3,007

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度の「その他の収益（費用）」に含まれる「有形固

定資産除却損」の内訳は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

建物 ¥(1,601) ¥(1,049) $ 9,774

構築物 (148) (38) 354

撤去費用 (419) (550) 5,128

工具、器具及び備品 (50) (66) 618

合計 ¥(2,219) ¥(1,704) $(15,875)

11.

その他の収益（費用）
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　当社及び連結子会社に課される税金は、法人税、住民税及び事業税であり、その合計の法定実効

税率は、2004年及び2005年共に40.6％でした。「地方税法等の一部を改正する法律」が公布され、

2004年4月1日以降に開始される事業年度より外形標準課税制度が導入されたことに伴い、2005年

3月31日に終了した会計年度から、法人事業税の付加価値割及び資本割203百万円（1,894千米ド

ル）を販売費及び一般管理費として処理しております。

　当社は、日本電信電話株式会社（以下「NTT」）の連結子法人として、連結納税制度を適用してお

りましたが、株式公開により、2004年11月3日以降は、連結納税制度を適用しておりません。

　2004年及び2005年３月31日現在の繰延税金資産及び負債の重要な構成要素は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

繰延税金資産：

未払賞与損金算入限度超過額 ¥ 98 ¥ 138 $ 1,291

未払事業税 92 49 464

土地評価損否認 3,575 3,573 33,272

償却費否認 989 1,121 10,439

退職給付引当金 － 1,889 17,597

その他 528 324 3,017

合計 5,285 7,096 66,082

繰延税金負債：

固定資産圧縮積立金 (1,504) (1,795) (16,716)

その他 (416) (161) (1,501)

合計 (1,921) (1,956) (18,217)

繰延税金資産の純額 ¥ 3,363 ¥ 5,140 $ 47,865

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度の法定実効税率と税効果適用後の法人税の

負担率との重要な差異の原因となった主要な項目別の内訳は、当該差異が法定実行税率の100分

の5以下であるため、記載を省略しております。

百万円 千米ドル

2004 2005 2005

当期純利益 ¥ 3,740 ¥ 7,182 $ 66,881

普通株主に帰属しない金額：
利益処分による役員賞与金 53 67 631

普通株主に係る当期純利益 ¥ 3,687 ¥ 7,114 $ 66,249

期中平均株式数 526,240株 579,763株

円 米ドル

2004 2005 2005

1株当たり当期純利益：
基本 ¥ 7,007.92 ¥ 12,271.53 $ 114.27

1株当たり現金配当金 5,000 5,000 46.55

円 米ドル

2004 2005 2005

1株当たり純資産 ¥ 91,077.18 ¥ 165,606.94   $1,542.10

13.

1株当たり情報

12.

法人税等
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　潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後の1株当たり当期純利益の金額については記載し

ておりません。1株当たり当期純利益は、普通株主に分配可能な当期利益を各会計年度の発行済加

重平均普通株式数で割りそれぞれ計算しております。1株当たり純資産は、普通株主に分配可能な

純資産を各貸借対照表日現在の発行済加重平均普通株式数で割り計算しております。1株当たりの

現金配当金は、各会計年度に対応して取締役会で提案された現金配当（中間配当を含む）を意味し

ております。

　以下の金額は、現在賃貸借処理しているファイナンス・リース取引に該当するリース資産でファイナ

ンス・リースを適用したと仮定した場合に、連結貸借対照表に計上されていたであろう、2004年及び

2005年3月31日現在のリース資産の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び帳簿価額相当額

を示しております。
百万円

2004年3月31日 取得価額 減価償却累計額 帳簿価額

機械装置及び運搬具 ¥  84 ¥  45 ¥  39

工具、器具及び備品 560 290 270

無形固定資産 160 65 94

合計 ¥805 ¥401 ¥404

百万円 千米ドル

2005年3月31日 取得価額 減価償却累計額 帳簿価額 取得価額 減価償却累計額 帳簿価額

機械装置及び運搬具 ¥ 84 ¥ 60 ¥ 23 $ 786 $ 563 $ 222

工具、器具及び備品 582 251 331 5,423 2,338 3,085

無形固定資産 200 77 123 1,865 719 1,145

合計 ¥867 ¥388 ¥478 $8,075 $3,621 $4,453

　添付の連結財務諸表において賃貸借処理しているファイナンス・リースに係る支払リース料は、2004

年及び2005年3月31日に終了した各会計年度において、各々206百万円、162百万円(1,511千米ド

ル)となっております。又、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法で計算したリース資

産の減価償却費相当額は、2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度において、各 2々06百

万円、162百万円(1,511千米ドル)となっております。

　リースに内在する利子は、リース資産の重要性が低いため、上記の最小リース支払額に含めており

ます。ファイナンス・リースに係る取得価額相当額及び未経過リース料期末残高相当額は支払利子込

み法によって算定しております。

　賃貸借処理しているファイナンス・リースに係る2004年及び2005年3月31日以降の未経過リース料

期末残高相当額（支払利子部分を含む）は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2004 2005 2005

1年内 ¥139 ¥154 $1,435

1年超 265 324 3,018

合計 ¥404 ¥478 $4,453

14.

リース取引関係
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　当社及び連結子会社は金利変動リスクの回避を目的としてデリバティブ取引を使用しており、投

機的取引は行わない方針であります。当社及び連結子会社は、デリバティブ取引に関して、取引相手

先の債務不履行による信用リスクを有しておりますが、取引先は全て信用度の高い銀行であるため、

そのようなリスクはほとんどないものと認識しております。デリバティブ取引に関する取引高残高及び

公正価値については、当社及び連結子会社は、全てのデリバティブ取引について、ヘッジ会計を適

用しているため記載を省略しております。

　ヘッジ手段とヘッジ対象は以下のとおりです。

　　ヘッジ手段－金利スワップ

　　ヘッジ対象－借入金

　当社では、取引権限及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当部門が決済担当者

の承認を得てデリバティブ取引を行っております。又、特例処理による金利スワップであるため、有効

性の評価は省略しております。

　当社は、NTT、その子会社及び関連会社と通常の営業過程で様々な取引を行っております。

　2004年3月31日に終了した会計年度の関連当事者との取引は以下のとおりです。

兄弟会社等 2004

属性 親会社の子会社 親会社の子会社

関連当事者の名称 (株)エヌ・ティ・ティ・ファイナンス・ジャパン エヌ・ティ・ティ・リース(株)

議決権等の所有（被所有）割合 － (所有) 直接 1.4%

取引の内容 借入 金銭消費寄託取引

取引金額 6,000百万円 7,500百万円

期末残高 37,200百万円 －

　2005年3月31日に終了した会計年度の関連当事者との取引は以下のとおりです。

役員及び個人主要株主等 2005

属性 役員 役員

関連当事者の名称 徳永英樹 徳永英樹

議決権等の所有（被所有）割合 － －

取引の内容 マンションの分譲 社宅の賃貸

取引金額 9 百万円 (92 千米ドル) 1百万円 (10千米ドル)

期末残高 － 0百万円 (0千米ドル)

兄弟会社等 2005

属性 親会社の子会社

関連当事者の名称 (株)エヌ・ティ・ティ・ファイナンス・ジャパン

議決権等の所有（被所有）割合 －

取引の内容 借入

取引金額 －

期末残高 26,200百万円 (243,970 千米ドル)

15.

デリバティブ取引

16.

関連当事者との取引
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17.

セグメント情報 　当社及び連結子会社は、主に不動産業に従事しております。事業の内容を勘案すると、当社及び

連結子会社の事業は主に不動産賃貸業、分譲事業、その他の事業に分類されます。不動産賃貸業

は主に土地、建物等の賃貸をしております。分譲事業は主にマンション・戸建等の住宅を販売してお

ります。その他の事業は、主に不動産の運営管理受託業に従事しております。

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度における当社及び連結子会社の事業の種類

別セグメント情報は以下のとおりです。
百万円

2004年3月31日 不動産賃貸業 分譲事業 その他の事業 合計 消去又は会社 連結

営業収益及び営業損益：

外部顧客に対する営業収益 ¥ 72,103 ¥11,423 ¥ 10,028 ¥ 93,556 ¥ － ¥ 93,556

セグメント間の内部営業収益
又は振替高 429 － 2,300 2,730 (2,730) －

営業収益合計 72,533 11,423 12,329 96,286 (2,730) 93,556

営業費用 56,722 10,747 11,317 78,788 (238) 78,550

営業利益 ¥ 15,810 ¥ 676 ¥ 1,012 ¥ 17,498 ¥ (2,492) ¥ 15,005

資産、減価償却費及び資本的支出：

資産 ¥431,904 ¥11,562  ¥ 7,209 ¥ 450,676 ¥ 17,237 ¥467,914

減価償却費 24,611 2 18 24,632 26 24,658

資本的支出 29,304 1 13 29,320 176 29,496

百万円

2005年3月31日 不動産賃貸業 分譲事業 その他の事業 合計 消去又は会社 連結

営業収益及び営業損益：

外部顧客に対する営業収益 ¥ 73,437 ¥14,593  ¥ 8,156 ¥ 96,188  ¥ － ¥ 96,188

セグメント間の内部営業収益
又は振替高 378 － 3,875 4,253 (4,253) －

営業収益合計 73,816 14,593 12,032 100,442 (4,253) 96,188

営業費用 55,213 13,152 11,663 80,029 (1,176) 78,853

営業利益 ¥ 18,602 ¥ 1,441 ¥ 368 ¥ 20,412 ¥(3,077) ¥ 17,335

資産、減価償却費及び資本的支出：

資産 ¥423,051 ¥18,779 ¥ 6,709 ¥448,540 ¥31,688 ¥480,228

減価償却費 23,686 1 3 23,692 173 23,865

資本的支出 17,827 4 13 17,844 66 17,911
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千米ドル

2005年3月31日 不動産賃貸業 分譲事業 その他の事業 合計 消去又は会社 連結

営業収益及び営業損益：

外部顧客に対する営業収益 $ 683,841 $ 135,895 $ 75,955 $ 895,692 $ － $ 895,692

セグメント間の内部営業収益
又は振替高 3,522 － 36,088 39,611 (39,611) －

営業収益合計 687,364 135,895 112,043 935,303 (39,611) 895,692

営業費用 514,136 122,477 108,612 745,226 (10,955) 734,271

営業利益 $ 173,227 $ 13,418 $ 3,430 $ 190,076  $ (28,655) $ 161,421

資産、減価償却費及び資本的支出：

資産 $3,939,392 $ 174,872 $ 62,477 $4,176,741 $295,074 $4,471,815

減価償却費 220,569 18 32  220,620 1,613 222,233

資本的支出 166,002 37 128 166,168 616 166,785

　2004年及び2005年3月31日に終了した各会計年度において、営業費用のうち、消去又は会社の項

目に含めた配賦不能営業費用の金額は、各 2々,495百万円、3,079百万円（28,671千米ドル）となって

おります。

　資産のうち、消去又は会社の項目に含めた全社資産の金額は、主に現金、預金、投資有価証券、

及び管理部門に係る資産で、2004年及び2005年3月31日現在、各々20,110百万円、34,489百万円

（321,162千米ドル）となっております。

　資本的支出及び減価償却費には長期前払費用の支払額及びその償却額が含まれております。

　当社は本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がなく、又、海外収益

もないため、所在地別セグメント情報及び海外売上高の記載は省略しております。

　2005年会計年度に係る以下の利益処分が2005年6月22日に開催された株主総会において承認

されました。なお、以下の金額は2005年3月31日に終了した会計年度の連結財務諸表には反映され

ておりません。
百万円 千米ドル

期末現金配当金：

    1株当たり5,000円（46.55米ドル) ¥3,291 $30,647

役員賞与 67 631

18.

後発事象
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　当監査法人は、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社及び連結子会社の2005年及び2004年3月31日

現在の日本円で表示された添付の連結貸借対照表並びに同日に終了した連結会計年度の連結損

益計算書、連結株主持分計算書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査を行った。この連結

財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から連結財務諸表に対する

意見を表明することにある。

　当監査法人は、日本において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。

監査の基準は、当監査法人に連結財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を

得ることを求めている。監査は、試査を基礎として行われ、経営者が採用した会計方針及びその適用

方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結財務諸表の表示を検討

することを含んでいる。当監査法人は、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと

判断している。

　当監査法人は、上記の連結財務諸表が、日本において一般に公正妥当と認められる企業会計の

基準に準拠して、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社及び連結子会社の2005年及び2004年3月31日現

在の財政状態並びに同日をもって終了する連結会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況

をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

　米ドルで表示された金額は、単に読者の便宜のために提供されたものであり、添付の連結財務諸

表の注3 に記載された基準で換算している。

中央青山監査法人

日本国、東京都

2005年6月22日

独立監査人の監査報告書

（注）この監査報告書は英文アニュアルレポートに含まれている英文監査報告書の和訳です。エヌ・ティ・ティ都市開発

株式会社及び連結子会社の連結財務諸表に係る日本語の監査報告書の正文につきましては、「有価証券報告書」

をご覧ください。

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

取締役会御中



42

会社概要

株式数 会社が発行する株式の総数 2,100,000株
発行済株式の総数 658,240株

株主数 13,513名

株主名 持株数（株） 出資比率（%）

大株主（上位10名） 日本電信電話株式会社 442,963 67.30
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 22,205 3.37
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 22,201 3.37
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 15,506 2.36
バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム
クライアント アカウンツ イー アイエスジー

12,188 1.85

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 11,589 1.76
ステート ストリート バンク アンド
トラスト カンパニー 505041

9,222 1.40

ザ バンク オブ ニユーヨーク
トリーテイー ジヤスデツク アカウント

6,329 0.96

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託B口） 4,847 0.74
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 4,253 0.65

役員
2005年6月22日現在

株式の状況
2005年3月31日現在

会社名 エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
NTT URBAN DEVELOPMENT CORPORATION

本社所在地 〒100-0004　東京都千代田区大手町二丁目2番2号

設立 1986年1月21日

資本金 487億6,000万円

従業員数 446名（連結）

支店 東海支店、関西支店、中国支店、九州支店、北海道支店

代表取締役社長 三田　　清

代表取締役常務 丹呉　昌保

常務取締役 安田　武臣 粂井　常夫 三宅　広人 若泉　征也

取締役 佐鹿　康夫 村岸　公人 古賀　信博 飼手　道彦

徳永　英樹 齋藤　　博 伊藤　彰敏 奥田　孝浩

西村　善治 中川　　裕 上原　誠司

常勤監査役 大谷　光春 中野　礼一

監査役 前川　俊夫 武藤　弘和

金融機関 10.6％�

証券会社 0.3％�

事業会社�
その他法人（国内）�
67.9％�
�

個人・その他（国内）�
4.1％�

外国法人等 �
17.0％�

株式所有者別分布状況�
（出資比率）�

2005年3月31日現在



●連結子会社
資本金 議決権
(百万円) 比率 事業内容

札幌市 北海道におけるNTT不動産の有効利活用及び管理エヌ・ティ・ティ北海道エスパス� 中央区 50 100.0

東京都 大手町ファーストスクエアビルの建物管理�大手町ファーストスクエア 千代田区 50 56.5

東京都ジーピービル管理� 港区 20 75.0 グランパークビルの建物管理

エヌ・ティ・ティ都市開発 東京都 首都圏における建物の内装工事ビルサービス� 港区 300 100.0

東京都
�ノックス トゥエンティ ワン 港区 24 100.0 NTTグループの集会施設の運営

東京都 ビルテナントへの飲食供給のため飲食店の運営ディ・エヌ・フード� 千代田区 40 100.0

広島市基町パーキングアクセス� 中区 60 58.3 広島市基町地区地下道の維持管理

●持分法適用関連会社

東京都東京オペラシティビル� 新宿区 20 23.7 東京オペラシティビルの建物管理

東京都
�ディ・エイチ・シー・東京 港区 200 50.0 グランパークビルへの冷暖房供給

東京都 東京オペラシティビルへの冷暖房供給東京オペラシティ熱供給� 新宿区 980 36.2

東京都ユーディーエックス特定目的会社 中央区 29,300 50.0 秋葉原駅前3－1街区の開発

東京都
�クロスフィールドマネジメント 千代田区 10 38.0 秋葉原クロスフィールドの企画・運営

関係会社の状況

支店ネットワーク

関西支店
〒541-0059 大阪府大阪市中央区博労町2-1-13 アーバンネット本町ビル
TEL:(06)6263-8686　FAX:(06)6263-8688

北海道支店
〒060-0001 北海道札幌市中央区北一条西7-3
日経おおわだビル
TEL:(011)261-6750　
FAX:(011)261-5008

九州支店
〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神2-4-38 NTT-KFビル
TEL:(092)731-6633　FAX:(092)731-0978

東海支店
〒460-0003 愛知県名古屋市中区錦1-10-20
アーバンネット伏見ビル
TEL:(052)232-1011　FAX:(052)232-1012

中国支店
〒730-0011 広島県広島市中区基町6-78
基町クレド・パセーラ
TEL:(082)222-8623　FAX:(082)222-8620

北海道
エリア

北陸・関西・四国
エリア

九州
エリア

中国
エリア 東海

エリア

関係会社の状況及び支店ネットワーク
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〒100-0004 東京都千代田区大手町2-2-2
アーバンネット大手町ビル
tel.03-3246-8800（代表）
fax.03-3246-8900
http://www.nttud.co.jp/

このアニュアルレポートは再生紙を使用しています。




