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「人」「街」「自然」が
調和する快適な空間を創造し続ける

NTT都市開発は、1986年の設立以来、NTTグループ唯一の総合不動産会社として、東京・大手町をはじめ日本各地
で街づくりに力を注ぎ、今日まで成長を続けてきました。今後も新たな企業価値の創造、長期的な成長に向けて、主
力事業である「不動産賃貸事業」を持続的・安定的な収益基盤としてさらに拡充するとともに、将来の成長の柱と位置
づける「分譲事業」の拡大、不動産ファンド等を活用したフィービジネスの推進等に力を注いでまいります。
We create harmony.――当社グループは、このコーポレートスローガンのもと、「『人』『街』『自然』が調和する快適
な空間を創造し続ける」ことを目標としています。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が当社の使命です。

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。
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*セグメント間の内部営業収益または振替高を含む

2006年3月期 
営業収益構成比 
1,148億円 

2006年3月期 
営業利益構成比 
253億円 

[ 2006年3月期 営業収益構成比 ] 
1,108億円 

[ 2006年3月期 営業利益構成比 ] 
217億円 不動産賃貸事業  

当社の営業収益の約７割を占める基盤事業です。会
社設立時に日本電信電話株式会社（NTT）より取得
した優良な土地に約100棟のオフィスビル・商業施
設等を開発し、豊富なキャッシュ・フローを生み出
す優良資産を全国にバランス良く保有しています。 

 

分譲事業  
NTTブランドの信頼性をベースとした「ウェリス」ブ
ランドの確立に取り組んでいます。 

 

その他の事業  
オフィスビルの建物管理、模様替え工事、飲食施設
の運営を行っています。 
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*セグメント間の内部営業収益または振替高を含む



財務ハイライト

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

0

110,833

営業収益 

（百万円） 
-

-

-

-

-

-
2003 2004 2005 2006（3月期） 
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百万円 千米ドル***

2004年3月期 2005年3月期 2006年3月期 2006年3月期

会計年度：
営業収益 ¥ 93,556 ¥ 96,188 ¥ 110,833 $943,501
営業利益 15,005 17,335 21,716 184,871
税金等調整前当期純利益 6,652 12,174 19,166 163,159
当期純利益 3,740 7,182 11,401 97,055
投資額* 33,378 26,070 54,622 464,988
減価償却費 24,658 23,865 23,828 202,846
フリー・キャッシュ・フロー** △9,206 △3,240 △22,913 △195,061

会計年度末：
総資産 467,914 480,228 543,792 4,629,200
株主資本 47,928 109,009 115,696 984,898
有利子負債 278,620 231,784 268,942 2,289,457
Ｄ/Eレシオ（倍） 5.8. 2.1. 2.3.

1株当たり情報：
当期純利益（円、ドル） 7,007.92. 12,271.53. 17,201.07. 146.42.
配当金（円、ドル） 5,000 5,000 5,000 42.56.

従業員数（人） 448 446 503

* 資本的支出及び投資有価証券の取得を含む

** フリー・キャッシュ・フロー＝営業活動によるキャッシュ・フロー＋投資活動によるキャッシュ・フロー

***便宜上2006年3月31日時点の為替レート1USドル＝117.47円で円をドルに換算
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　2006年3月期、当社は、不動産賃貸事業におい

ては新規物件の稼働増や既存物件の空室率の低

下、分譲事業においては引渡戸数の増加などによ

り、営業収益1,108億円、当期純利益114億円

と、過去最高水準の業績を達成しました。また、

大規模プロジェクト秋葉原UDXが、IT拠点をめざ

す秋葉原のランドマークとして開業しました。今

後は上場企業として、今まで以上に株主の皆様を

重視した経営を行い、企業価値の増大に向けて長

期にわたり着実な成長を図ってまいります。

社長メッセージ

NTT Urban Development Corporation2

企業価値のさらなる増大を
めざして、着実な成長を図ります

“
”



当期の事業環境と業績――過去最高水準の業績を達成

　当期、当社の主要事業である不動産賃貸事業については、東京都心部に

おけるオフィスの大量供給がもたらされた「2003年問題」以降、賃貸オ

フィス市場は空室率の改善が急速に進み、賃料水準も上昇を示すなど好調

な市場環境にありました。そのような中で、当社グループの不動産賃貸事

業は、アーバンネット大手町ビルなど既存物件の増収や、アーバンネット

名古屋ビルなどの新規物件の稼働により着実な成長を続け、営業収益は前

期比5.0％増の774億88百万円、営業利益は6.3％増の197億73百万円と

なりました。

　マンション分譲事業においても業績は極めて好調で、引渡戸数が増加し

たことで大幅な増収・増益が実現できました。営業収益は、前期比61.3％

増の235億43百万円、営業利益は212.5％増の45億3百万円となっており

ます。しかし、不動産業界では、2005年11月に構造計算書偽造事件が発

覚し、社会全体を揺るがす問題となりました。当社では調査の結果、本件

に関する設計事務所とは取引関係が一切ないこと、また、建物の耐震性等

の諸性能については、建築基準法をはじめとする各種の法令等に遵守した

品質を確保していることを確認しておりますが、これまで以上に社会的責

任に対して真摯に取り組むことが求められています。

　その他の事業においても業績は順調に伸長し、営業収益は前期比16.0%増

の139億56百万円、営業利益は前期比171.9％増の10億1百万円となりま

した。

　以上の結果、2006年3月期の連結営業収益は1,108億33百万円（前期比

15.2％増）、営業利益217億16百万円（前期比25.3％増）、経常利益183

億46百万円（前期比35.3％増）、当期純利益114億1百万円（前期比58.7％

増）となり、営業収益、経常利益、当期純利益ともに過去最高の水準となり

ました。

　

今後の経営戦略――

2007年3月期はすべての項目で『過去最高水準』をめざす

　当社は好調な不動産市況を背景に、積極的な事業展開を行うことで、

2007年3月期は、中期経営計画「Change & Proceed to 2007（C&P07）」

（2005年5月に公表）の目標値をさらに上回るよう、営業収益、各利益の項

目で『過去最高水準』をめざします。2007年3月期の業績予想としては、営

業収益は前期比121億円（11.0％）増の1,230億円、営業利益は前期比17億

円（8.2％）増の235億円、経常利益は前期比31億円（17.2％）増の215億

円、当期純利益は前期比5億円（5.3％）増の120億円を見込んでいます。
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NTT Urban Development Corporation2

　開発事業では、極めて大規模なプロジェクトである秋葉原UDXが2006年

3月に満室契約で開業の日を迎えることができました。延床面積16万m2に

も及ぶこの複合ビルは、今、話題の街・秋葉原のシンボル的な存在となって

います。本プロジェクトは、世界に知られた電気街・アキハバラで、既成の

街とのシナジーを実現した大変充実したプロジェクトとなりました。今後

も、2007年に着工予定の大手町連鎖型再開発への参画に代表されるよう

に、当社の「まちづくり」への思いを実現できる新規プロジェクトの発掘・参

画に力を入れてまいります。併せて、将来の開発を視野に入れて、その「種

地」となる好立地の中古ビルの取得も進めるなど、引き続き500億円規模の

投資を行う予定です。

　不動産賃貸事業は、持続的・安定的なキャッシュ・フローを生み出す当社の

収益基盤として、保有物件の収益の最大化を図り、いっそう強固なものにし

ていきます。既存物件のサービス強化に加え、低空室率の維持、市場動向に応

じた賃料の改定に取り組むとともに、賃貸面積の拡大を図ります。

　分譲事業では、好調な販売を続ける「ウェリス」ブランドのさらなる確立に

向け、立地や商品企画を選別し、多様化するお客様ニーズや高まる永住志向

に応える物件を供給していくことで、今後も順調な事業規模の拡大が可能と

考えております。分譲事業のカギを握る土地の仕入れについては、当社は

2007年3月期、2008年3月期の収益計上物件について100％仕入れ済みと

なるなど、順調に進捗しています。

　そのほか、新しい取り組みの一つとして、首都圏のオフィスビルなどを主

体とした安定運用型不動産私募ファンドを2006年3月に立ち上げました。

当社で完成させたオフィスビルをファンドに組み込むことにより、開発した

ビルの出口として活用するとともに、ファンド全体のポートフォリオの最適

化を図るAM（アセット・マネジメント）事業や、投資家に代わって計画立案や

運営・管理などを手がけるPM（プロパティ・マネジメント）事業といった資産

を保有することなく収益を上げるフィービジネスを、一層強化していきます。

企業価値のさらなる増大に向けて

　当社は2004年11月の株式上場以来、経営判断のスピードが速くなった

――役員や社員が、どうやって当社を成長させていくかについて敏感になっ

た――と感じています。今後も、企業価値の向上を目指し、経営や意思決定

の迅速化、および事業の成長に欠かせない人材の育成に努めてまいります。

　なお、当社における利益配分については、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ことから、株主の皆様に対する長期かつ安定的

な利益還元に努めるとともに、将来における企業価値の向上を図る成長の原

“将来の開発を視野に
積極的に投資を
行います”
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資として必要な内部留保の充実を図ることを基本方針としています。内部留

保資金については、企業価値の向上に資する今後の開発のための、優良な不

動産への投資に充てていくこととします。

コーポレート・ガバナンスとCSRについて

　当社は、企業として、利益を追求していくだけではなく、社会の一員と

して法令および企業倫理を順守し、株主の皆様・取引先・従業員・地域社

会への貢献、地球環境への配意等の社会的責任を果たし、企業価値の増大

を図るためのコーポレート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つで

あると認識しています。株主の皆様をはじめ、お客様、取引先、地域社会

など多様な利害関係者との信頼関係を深めるため、経営の透明性の確保、

アカウンタビリティー（説明責任）の充実とともに、リスクマネジメントや

コンプライアンスの徹底、企業倫理の確立に取り組み、経営効率の向上を

図っています。

　また、当社はCSR（企業の社会的責任）への取り組みを重要施策の一つとし

て捉えており、2005年12月にはCSR推進室を設置しました。経済的側面・

社会的側面とともに、環境的側面である持続可能な建築・都市空間の創造・

維持・管理により、健康で安全な都市環境を実現することを重要な方針と位

置づけ、屋上・壁面の緑化や省資源、廃棄物削減などに積極的に取り組み、

企業としての社会的責務を果たしていきたいと考えています。

　当社は、NTTグループにおける唯一の総合不動産会社であり、親会社NTT

との間で、相互の自主・自律性を尊重しつつ、NTTグループ全体の利益の最

大化を目的とした事業活動を行っています。今後もさらなる事業の発展に努

めるとともに、株主やお客様、利用者、従業員など、すべてのステークホル

ダーの信頼と期待にお応えすべく、当社グループ一丸となって全力を尽くし

てまいります。

2006年7月

代表取締役社長

三田　清



中期戦略

　賃貸オフィスビル市場については、景気回復を背景に東京都心部を中心にオフィ

ス需要が旺盛で、空室率は改善傾向が続いております。マンション分譲市場につい

ては、今後、住宅ローン金利の上昇や、地価の高騰に伴う販売価格の上昇が消費者

の需要を冷やす懸念はあるものの、「団塊ジュニア」世代を中心に底堅い需要が見込

まれます。

　こうした状況の中、当社は、強みであるオフィスの開発に積極的に取り組むほ

か、従来からのコア事業である不動産賃貸事業における収益基盤のさらなる拡充・

サービス向上と分譲事業の拡大をめざすとともに、不動産ファンド等を活用した

フィービジネスについても積極的に推進していきます。

中長期的な経営方針について
――中期経営計画「Change & Proceed to 2007（C&P07）」の
主要目標を前倒しで達成、さらに「過去最高水準」へ

NTT Urban Development Corporation6

2006年3月期決算 増減率 2007年3月期業績予想
区分 （億円） （%） （億円）

営業収益 1,108 ＋11.0 1,230
不動産賃貸事業 774 ＋9.3 847
分譲事業 235 ＋32.5 312
その他事業 139 △26.9 102

営業利益 217 ＋8.2 235
不動産賃貸事業 197 ＋15.3 228
分譲事業 45 ＋2.2 46
その他事業 10 △70.0 3

*その他事業の減収は、前年度にテナント等からの一過性の請負工事受注増があった反動を見込んだものです。



①大手町連鎖型再開発の積極的な推進

　大手町連鎖型再開発は、都市再生プロジェクトに

おいて「大手町合同庁舎跡地の活用による国際ビジネ

ス拠点の再生」として指定されており、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(有)大手町開発への匿名組合出資を実施してま

いりました。今後、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を予

定しており、当社の投資額は最大300億円を見込ん

でおります。事業期間は2007年4月から2009年3

月の予定です。

　大手町地区は、当社の代表的なビルであるアーバ

ンネット大手町ビルと大手町ファーストスクエアが

立地する会社設立以来のコアエリアと呼ぶべき地域

であり、引き続き本再開発事業を積極的に推進して

いく方針です。

開発事業の
推進

7NTT Urban Development Corporation

②大阪を中心とした西日本エリアでの開発プロ

ジェクトの発掘・着手

　当社は、秋葉原UDXプロジェクト、大手町連鎖型

再開発プロジェクトに続く開発プロジェクトとし

て、西日本エリアでのプロジェクトに積極的に取り

組んでおります。2005年9月には名古屋市の中心

地・栄に市内最大級のフロア面積を誇るアーバン

ネット名古屋ビルを満室契約済みで開業しました。

また、2006年1月には、大阪市の代表的なビジネス

ゾーンとして広く知られる御堂筋エリアにUD兼松ビ

ルを、2006年4月には、ビジネスエリアと商業エリ

アが交差する京都市の好立地に四条烏丸ビル（仮称）

を、それぞれ将来の開発用地として取得しております。

　その他、2006年6月には、「大阪駅北地区先行開

発区域A・B・Cブロック開発事業者募集」において、

Bブロック開発事業予定者に共同事業者とともに選定

されました。当該地区は、希少性の高い一等地であ

り、北地区全体の「まちづくり」の観点から積極的に

参画していきます。

収益拡大への寄与が期待されるオフィスビル等の新設工事等への

投資および事業拡大のための事業用地の取得を中心に積極的に投資を実施し、

2006年3月期は546億円の投資実績を確保しました。

2007年3月期も財務体質への影響を配慮しつつ、引き続き500億円規模の投資を行います。

大阪駅北地区プロジェクトにおける
Bブロック開発イメージ図



①好調な市場環境を背景とした賃料改定の実施

　オフィス需要の拡大に伴い、首都圏における平均

募集賃料は上昇傾向を続け、地方主要都市において

も下げ止まりの傾向が覗えます。首都圏における新

規ビルが大量供給されたことによる「2003年問題」

以降、減収が続いてきた既存物件の賃貸収益は、

2006年3月期にプラスに転じました。当社では今

後、契約更改期を捉えた賃料値上げ等に取り組み、

2007年3月期もさらなる収益の拡大をめざします。

②ソリューション営業の積極的な展開

　ソリューション営業として、NTTグループ会社を

含む大口法人テナントへの不動産活用提案や、仲

介・引越・工事までのチェーンビジネスに取り組ん

でいます。

　今後もお客様のニーズに応えていくとともに、物

件の取得等のビジネスチャンスの拡大を図っていき

ます。
営業収益 
営業利益 

1,250

1,000

750

500

250

0
2005 2006 2007

（計画） 

847

228

不動産賃貸事業 

営業収益 
（億円） 

営業利益 

250

200

150

100

50

0

（億円） 
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
（3月期） 

NTT Urban Development Corporation8

不動産賃貸
事業の強化

既存物件のサービス強化と市場動向に応じた賃料改定、

ソリューション営業、サブリースの活用などに積極的に取り組み、

2007年3月期の営業収益は前期比72億円（9.3％）増の847億円、

営業利益は、前期比30億円（15.3％）増の228億円をめざします。

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

よる賃貸可能面積を増やし、増収・増益を図ります。

④委託費等の一層のコスト削減の実施

　今後も継続して取り組んでいきます。

①「ウェリス」ブランドの確立

　分譲マンション戸数で約700戸、その他、宅地分

譲を合わせて300億円規模の売上をめざします。

ウェリスの6つの特性である「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」を実現し、豊かな暮らしの場の創

造、資産価値を保てる良質な住まいづくりを提案し

ていきます。

分譲事業の強化

「ウェリス」ブランドの確立に向け、さらなる量的な拡大を図ります。

分譲マンション戸数の増加に加え、宅地分譲にも取り組むことで、

2007年3月期の営業収益は前期比76億円（32.5％）増の312億円、

営業利益は前期比1億円（2.2％）増の46億円をめざします。



②用地仕入れ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れを強化しま

す。NTTグループからの用地の取得に加えて外部か

らの仕入れを積極的に行った結果、仕入れは順調に

進んでおります。今後も、NTTグループの社宅跡地

を有効活用しつつ、外部からの仕入れおよび共同事

業者とのコラボレーションを図ることで、持続的に

供給を拡大します。
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2007年3月期の主な竣工プロジェクト

物件名 所在地 竣工総戸数 事業割合（％）

タンタ タウン アルボの丘（Ⅱ期） 横浜市 352 40.0
三田四丁目（1棟売却） 東京都港区 104 100.0
ウェリスガーデン千葉みなと公園 千葉市 146 60.0
ウェリス・ジオ梅田レジデンス 大阪市 137 60.0
ウェリス検見川浜 千葉市 57 100.0
ウェリスハウス緑井 広島市 63 55.0

不動産ファンドビジネスを積極的に展開していきます。2006年3月に組成した

不動産私募ファンド「NU-1ファンド」についても、開発したビルの出口とし、

アセット・マネジメント（AM）、プロパティ・マネジメント（PM）など

ノンアセットビジネスの拡大に活用し、さらなる資産規模の増大を図っていきます。

ファンドの概要
コンセプト
• 首都圏エリアを中心に、全国主要都市のオフィスビ
ル・レジデンシャル主体の安定運用型ファンド（IRR7
％以上）をめざす。

• 当社からの譲渡物件および外部からの取得物件でポー
トフォリオを構成し、追加で物件を取得することで、
ファンド規模の拡大を図る。
運用期間 ........................ 3年間
ファンド規模................... 約117億円（当初）
エクイティ出資................ 約33億円（当初）

*NU-１ファンド
2006年3月30日より、当社初の不動産ファンド「NU-1ファンド」の組成を完了し、運用を開始しました。当
ファンドによって、（1）開発したビルの出口として活用すること、（2）AM・PMフィーといった安定的な収入
（フィービジネス収入）を獲得すること、（3）物件取得や共同事業といったビジネスチャンスを拡大すること
に、積極的に対応します。

その他の
事業

AM契約 

基金拠出 

出資 

〈営業者〉   有限会社 
（NU-1） 

信託契約 

受益権 

譲渡契約 

PM契約 

不動産 

ストラクチャー概要 

〈受託者〉 
信託銀行 

〈PM〉 
NTT都市開発 

〈AM〉 
NTT都市開発 

中間法人 NTT都市開発 

〈レンダー〉 

〈匿名組合員〉 

IRR:Internal Rate of Return （内部収益率）



主要物件一覧
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　戦後、家電製品販売の先端地として発展し、近年

コンピュータやテレビゲーム、アニメなどの独自の

文化発信地として世界にその名が知られている「秋葉

原」をIT関連産業の世界的拠点とするために、東京

都は秋葉原駅前の都有地にITセンターを整備する事

業コンペを行い、2002年、当社は、鹿島建設（株）、

ダイビル（株）とともに買受者として選定されました。

　「秋葉原UDX」は、国内最大級の基準階面積（約

4,800m2）を誇るオフィスフロア、街ににぎわいを

生み出すイベントスペースなどのITセンター集客機

能、約30店舗からなるレストラン街、大型駐車場等

をもつ大規模複合施設として秋葉原の象徴的なビル

所 在 地　東京都千代田区　
敷地面積　11,547m2　
延床面積　161,482m2

規　　模　地上22階地下3階
竣　　工　2006年1月

秋葉原UDX（2006年1月竣工、3月グランドオープン）
世界的なITセンターをめざす秋葉原の新しいシンボル
2006年3月、JR秋葉原駅前に、秋葉原クロスフィールドの中核施設として、
複合ビル「秋葉原UDX」がグランドオープンしました。オフィスやレストラン、ショールーム、イベントスペース、
最新型駐車場などさまざまな施設を有し、秋葉原に新風を吹き込む「原動力」となるのが秋葉原UDXです。

5-22F オフィス
カンファレンス（6F）

4F デザインミュージアム
先端ナレッジフィールド
● 東京フードシアター5＋1
● 秋葉原アドバンスドアカデミー＆先端ラボ
● アキバ3Dシアター＆3Dスタジオ
東京アニメセンター

1-3F アキバ・イチ
● レストラン＆カフェ
● ショップ
● 郵便局／ATMコーナー／交番
アキバ・スクエア（2F）
● イベントスペース

B3-B1F パーキング
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所 在 地　名古屋市東区　
敷地面積　6,954m2　
延床面積　76,467m2

規　　模　地上22階地下3階
竣　　工　2005年9月

アーバンネット名古屋ビル（2005年9月竣工）

名古屋の中心部・栄地区のランドマーク
2005年9月、名古屋の中心地・栄の北エリアにアーバンネット名古屋ビルが竣工しました。
「環境の世紀の次世代ビル――人・街・地球にやさしく」という設計コンセプトに基づいて建て
られたこのビルは、栄地区における新しいランドマークとして話題を呼んでいます。

の一つとなりました。

　また、当社と鹿島建設で設立したUDX特定目的会

社（SPC）を用いた不動産証券化のスキームを採用し

ており、事業資金は、プロジェクトの収益力を担保

としたプロジェクトファイナンスにより調達してい

ます。この手法は、これからの新しい開発事業ス

キームとして注目されております。

栄地区に待望のハイグレード複合ビル

　アーバンネット名古屋ビルは、高層のオフィス棟

と低層の店舗棟の2棟で構成されています。交通の

利便性は非常に高く、ビジネスにも遊びにも便利な

好立地となっています。また、大型複合ビルが比較

的少なかった栄地区の北エリアにおける待望の大型

ハイグレード複合ビルであることから、地元の皆様

から大きな期待が寄せられています。

快適かつ最先端の次世代ワークプレイス

　また、次世代ワークプレイスとしてさまざまな特

徴を有しており、オフィス棟におけるオフィス基準

階貸室は、１フロア595坪の無柱空間を実現し、名

古屋市内で最大級です。ハイクオリティな ITインフ

ラも備えており、「環境の世紀の次世代ビル」の名のと

おり、優れた省エネ技術を余すところなく投入する

とともに、万全の耐震対策、高信頼のセキュリティ

も実現しました。名古屋初出店のショップを含む店

舗棟は、連日にぎわいを見せており、オフィスとリ

テールスペースのハーモニーを多くの方々にお楽し

みいただいています。

※表紙およびP3、10、11の「秋葉原UDX」
Photo: Koji Okumura



←アーバンネット大手町ビル
所 在 地　東京都千代田区　
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

中央吹抜け
（アーバンネット大手町ビル）

NTT Urban Development Corporation12

働く人々の快適さを追求し、最新のテクノロジーを備えた、最先端オフィスを提供
当社が所有する多くの物件は、ビジネスの拠点にふさわしい立地条件を満たし、
オフィスビルとしての価値を高めています。また、1986年以降の開発竣工であるため、空調やセキュリティ、
情報通信など最新の設備が備わっており、働く人々に快適なオフィス空間を提供しています。

オフィス物件

↓大手町ファーストスクエア
所 在 地　東京都千代田区　
敷地面積　6,267m2（当社所有持分）
延床面積　79,471m2（当社所有持分）
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 学会業績賞



↑東京オペラシティ
所 在 地　東京都新宿区　
敷地面積　4,259m2（当社所有持分）　
延床面積　57,548m2（当社所有持分）
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

グランウェリス
哲学堂公園
所 在 地　東京都中野区　
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

ホールとパイプオルガン
（東京オペラシティ）

ザ・諏訪山
レジデンス
所 在 地　東京都目黒区　
規　　模　総戸数40戸
竣　　工　2005年3月

ジオ・ウェリス
西宮北口
所 在 地　兵庫県西宮市　
規　　模　総戸数212戸
竣　　工　2005年11月

グランウェリス
瀬田
所 在 地　東京都世田谷区　
規　　模　総戸数72戸
竣　　工　2006年3月

13NTT Urban Development Corporation

豊かな暮らしの場と資産価値を保てる良質な住まいを提供
成長の柱である分譲事業では、“共に心地よい住まいを”というコンセプトで
「WELLITH（ウェリス）」ブランドを展開しています。
お客様の永住志向に対応した良質な住宅を提供し、多様化するニーズに応えていきます。

分譲物件

↑シーバンスＮ館
所 在 地　東京都港区　
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



2006年3月期の事業概況

2006年3月期の概況及び業績

　日本経済は、企業収益の改善を背景に、設備投資や個人消費が増加しており、民

間需要に支えられて景気は回復を続けています。一方、原油価格の高止まりや日銀

の量的緩和政策解除による長期金利の上昇という要因もあり、これらが経済へ及ぼ

す影響について懸念されております。

　そうした中で、賃貸オフィスビル市場は、2006年3月には東京都心5区（千代田

区、中央区、港区、新宿区および渋谷区）の平均空室率が3.41%*となり、2005年

3月末の5.51％から2.1ポイント低下し、首都圏における不動産市況は着実に回復

してきています。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います。平均賃料についても、東

京都心部においては一部で上昇するケースも出てきました。

　マンション分譲市場については、首都圏において7年連続で8万戸を上回る供給が

続き、また発売月契約率は8割を超え、販売は好調に推移しております。完成在庫

も減少し、分譲単価も一部地域で上昇が顕在化するなど、今後も好調な市場環境が

見込まれます。

　このような経済状況のもと、当社では積極的な事業展開に取り組んだ結果、

2006年3月期は、営業収益1,108億33百万円（前期比146億44百万円増）、営業

利益217億16百万円（同43億81百万円増）、経常利益183億46百万円（同47億89

百万円増）、当期純利益114億1百万円（同42億18百万円増）となり、増収増益を達

成しました。

*平均空室率の数値は、三鬼商事（株）オフィスレポートからの引用によるものです。
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　2006年3月期における不動産賃貸事業は、好調な

市場環境を背景に、当社の保有する賃貸ビルはほぼ

満室の稼働となっており、アーバンネット大手町ビ

ル（千代田区）など既存ビルの収益拡大が続いていま

す。また、新規稼働物件は、2005年9月にアーバン

ネット名古屋ビル（名古屋市）が、2006年3月には秋

葉原UDX（千代田区）が、積極的なテナントリーシン

グ活動の結果、それぞれ満室契約済みで開業しまし

た。なお、2006年3月末現在の秋葉原UDXのテナ

ント入居率は、約8割です。その他、将来の周辺再

開発を推進するための種地として、中古ビルの取得

不動産
賃貸事業
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を行うなど、不動産賃貸事業のさらなる収益基盤の

強化に向けた取り組みを実施しました。この結果、

不動産賃貸事業における2006年3月期の営業収益は

774億88百万円（前期比36億72百万円増）、営業利

益は197億73百万円（同11億70百万円増）となりま

した。

　また、当社では、賃貸事業用物件の価値判断の指

標として、NOI（Net Operating Income：純収入）

を重視しております。NOIは、前期に比べ13億円増

の472億円となり、着実に増加しています。
（注）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）
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百万円 百万円

2005年 3月期 2006年3月期

エリア 合計 オフィス・商業 住宅・その他 合計 オフィス・商業 住宅・その他

東京都心部

27,782

20,923

1,774 28,267

21,555

1,735東京都その他及び
周辺都市部

5,084 4,977

地方都市部 18,105 15,445 2,659 18,969 16,475 2,493

　合計 45,887 41,453 4,433 47,237 43,007 4,229

（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。

地域別・用途別NOI

百万円

名称 主要用途 2005年 3月期 2006年3月期

アーバンネット大手町ビル 東京都千代田区 ● 4,597 5,087
大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 ● 4,720 4,739
NTT幕張ビル 千葉市美浜区 ● 1,982 2,007
グランパーク 東京都港区 ● 3,604 4,075
シーバンスN館 東京都港区 ● 2,676 2,521
東京オペラシティ 東京都新宿区 ● 1,445 1,522
アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 ● 964 977
アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 ● 450 462
名古屋三越O・Sセンター 名古屋市北区 ○ 419 392
アーバンネットCSビル 名古屋市中区 ● 357 327
アーバンネット静岡ビル 静岡市 ● 351 335
アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市 ● 328 375
アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 ● 93 86
アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 ● 446 448
アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 ● — 760
NTT大阪中央ビル 大阪市中央区 ● 491 441
アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 ● 514 530
アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 ● 307 344
アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 ● 451 444
アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 ● 491 465
アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 ● 334 357
NTTクレド基町ビル 広島市中区 ◎ 3,977 3,696
NTTクレド白島ビル 広島市中区 ● 807 827
NTTクレド岡山ビル 岡山市 ● 557 531
NTT－Tビル 福岡市中央区 ◎ 2,028 2,044
NTT－KFビル 福岡市中央区 ● 297 313
アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 ● 225 231
エムズ大通ビル 札幌市中央区 ● 459 427
エムズ南22条ビル 札幌市中央区 ● 89 108
アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 ● 74 649
その他の物件　計 12,338 11,701

　合計 45,887 47,237

オフィス 
商業 
その他 

主要用途 ● 
◎ 
○ 
 

主要ビル別NOI
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　分譲事業は、グランウェリス瀬田（世田谷区）、東

京フロントコート（江東区）、タンタタウン「アルボの

丘」（稲城市）、ジオ・ウェリス西宮北口（兵庫県西宮

市）などの物件について、収益を計上しました。ま

た、ウェリス検見川浜（千葉市）、ウェリス上本町

ローレルタワー（大阪市）、ウェリス・ジオ梅田レジ

デンス（大阪市）などの販売を行いました。当期のマ

ンションの引渡戸数は566戸となり、前期の318戸

から大幅に増加し、事業規模は着実に拡大していま

す。また、来期以降の販売に向けた土地の仕入れに

ついても、積極的に取り組みました。

　この結果、分譲事業における2006年3月期の営業

収益は235億43百万円（前期比89億49百万円増）、

営業利益は45億3百万円（同30億62百万円増）とな

りました。

分譲事業

25,000
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10,000

5,000

0

23,543

営業収益 

（百万円） 
-

-

-

-

-

-
2003 2004 2005 2006（3月期） 

2005年 3月期 2006年3月期

戸数 収益 戸数 収益
区分 （戸） （百万円） （戸） （百万円）

マンション
　引渡戸数 首都圏 307 12,504 429 18,422

その他の地域 10 834 137 5,120
　完成在庫 34 — 16 —

宅地分譲等
　引渡戸数 首都圏 6 887 — —

その他の地域 1 367 — —
　完成在庫 — — — —

住宅分譲合計
　引渡戸数 首都圏 313 13,392 429 18,422

その他の地域 11 1,201 137 5,120
　完成在庫 34 — 16 —

（注）1. 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。
2. マンションの完成在庫には、契約済未引渡しの物件が、2006年3月期には2戸、2005年3月期には14戸含まれております。
3.「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。

分譲事業の種類別・地域別営業収益等
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その他の
事業

　2006年3月期のその他の事業の営業収益は、子会

社における請負工事の受注増等により、139億56百

万円（前期比19億23百万円増）、営業利益は10億1

百万円（同6億33百万円増）となり、増収増益となり

ました。
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CSR活動

当社は、「企業の社会的責任（CSR）」を積極的に推進するため、2005年12月にCSR推進室とCSR

委員会を設置しました。さらに2006年7月、“We create harmony.”のもとNTT都市開発のCSR

活動の重点取り組み分野や領域を具体的に示した「NTT都市開発CSR基本方針」を策定しました。

これは、企業理念の精神に基づき、社会的課題に取り組む際の具体的方針となるものです。

NTT都市開発CSR基本方針
【CSRメッセージ】

　私たちNTT都市開発は、NTTグループの一員として良質な不動産開発事業を推進し、「人」「街」「自然」

が調和する街づくりを通じて、より暮らしやすい、持続可能な社会の実現に貢献します。

【CSRテーマ】

『人』と『街』のハーモニー
●　街に、住む人、仕事をする人、訪れる人、皆さまが私たちのパートナーです。私たちは、パートナー

一人ひとりとの真摯なコミュニケーションを通じて調和し、より心地よい街づくりを推進します。
●　私たちは、だれもが安心して安全に過ごせる心地のよい居住空間、機能的で便利なビジネス空間、居

住・ビジネス空間が調和した新しい生活空間を創造します。

『街』と『自然』のハーモニー
●　私たちは、街づくりに伴う環境負荷軽減はもとより、人が身近に自然を感じることのできる快適な空

間の創造に工夫を凝らし、自然と調和する街づくりを推進します。

『社員』と『社会』のハーモニー
●　私たちは、社員一人ひとりの個を尊重し、失敗を恐れない挑戦者として活躍できる、生き生きとした

職場づくりを推進します。
●　私たちは、常に感謝の気持ちを忘れず、高い倫理観を持って、より健全な事業活動を行い、豊かな社

会づくりに貢献します。

19NTT Urban Development Corporation

We create harmony.



温暖化防止　

　地球温暖化防止のため、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・設置などにより、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。

紙資源節減

　地球温暖化の抑制力がある森林を保護するため、

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、紙資源の総使用

量は当期は計画未達成でしたが、純正パルプ使用量

は大きく減少しました。

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、撤去など一連

の事業に伴うものが大部分を占めるため、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」を推進し、設計や工法検討の際にも事業の各段

階において廃棄物を削減できるよう努めており、当

期は計画を達成しました。

方策 2006年3月期の目標 2006年3月期の達成状況

温暖化防止：
電力・ガス使用量等の 2004年度目標値の1％減 CO2排出量：38,671t-CO2（総量40,251 t-CO2）**
削減によるCO2排出量削減* （2003年度実績の1.99％減）以下 目標値に対する進捗は92％であり計画達成 〇

CO2排出量：42,033t-CO2以下

紙資源節減：
100％再生紙の利用 紙資源総使用量：205.8t以下 紙使用量：227.2t（総量237.3t）
紙使用の削減 純正パルプ使用量：2,337kg以下 目標値に対する進捗は110％であり計画未達成 ×

廃棄物削減（建設廃棄物）：
建設廃棄物の 建設廃棄物（コンクリート、アスファルト、 リサイクル率97％
リサイクル促進 木材）のリサイクル率95％以上 目標値を2％上回り計画を達成 〇

* 賃貸ビルの場合、テナント部分も含めて削減に取り組むことが望ましいですが、テナント部分の電力使用量等は、オーナー側でコントロールが難しいため、テナント部分
以外（共用部分等）の電力使用量等について公表しています。なお、CO2排出量は、電力使用量、ガス使用量等にCO2排出係数をかけることにより算出しています。

** 目標値は前年比較可能な63ビル、総量は新たに竣工したビルを加えた66ビルの数値

（環境保全活動）　
当社は、環境方針に基づき、継続的な活動を推進しています。

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
廃棄物の低減化と分別収集、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。

NTT Urban Development Corporation20

当社の環境への取り組みの詳細については、
下記のURLをご覧ください。
http://www.nttud.co.jp/company/eco.html

2006年3月期の環境目標と達成状況
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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、株主の皆様をはじめ、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
①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

(i) 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

して会社法に定められる株主総会、取締役会、監査

役会及び会計監査人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。当会議には、常勤監査役が出席しております。

　取締役会は、取締役14名（うち社外取締役1名）

で構成され、当社の経営及び業務執行の基本方

針又は重要事項を決定し、取締役の職務の執行

を監督しております。また、取締役会は毎月１

回の定期開催を原則としており、さらに必要に

応じて臨時開催するなど、迅速な意思決定に努

めております。

　監査役会は４名（うち社外監査役４名）で構成さ

れ、原則毎月１回の定期開催に加え、必要に応じ

て臨時開催をいたしております。各監査役は監査

役会で策定された監査計画に基づき、取締役会を

はじめとする重要な会議へ出席し、業務執行状況

調査を実施して、経営の監査を実施しております。

(ii) 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。

　　また、当社は2006年5月11日の取締役会にお

いて「内部統制システムの基本方針」を決議してお

ります。項目は下記のとおりであります。

1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定

款に適合することを確保するための体制

2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管

理に関する体制

3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

4. 取締役の職務の執行が効率的に行われること

監督 

監査 会計監査 監督 適法性の確認 

開示・説明 

監査役会 会計監査人 取締役会 弁護士 

監査役室 

Plan Do Check Action

企業倫理推進委員会 

経営管理・リスクマネジメント 

コーポレート・ガバナンス体制 株主 

コントロール・モニタリング 

コントロール・ 
モニタリング 

取締役 

業務の遂行・リスクマネジメント 本社・支店の各組織 グループ会社管理部門 
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（コーポレート・ガバナンスの状況）　



を確保するための体制

5. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社か

らなる企業集団における業務の適正を確保す

るための体制

6. 監査役がその職務を補助すべき使用人を置く

ことを求めた場合における当該使用人に関す

る事項

7. 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役か

らの独立性に関する事項

8. 取締役及び使用人が監査役に報告するための

体制その他の監査役への報告に関する体制

9. その他監査役の監査が実効的に行われること

を確保するための体制　

　当社におけるコンプライアンスについては、

企業倫理に対する方針等を審議する企業倫理推

進委員会を設置するとともに、企業倫理に関す

る研修を実施し、社員等からの相談窓口として

の企業倫理ヘルプラインを開設するなど、企業

倫理の確立に向けた取り組みを行っております。

(iii) リスク管理体制の整備の状況

　内部統制システムの要ともなるリスクマネジ

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。例えば、開発案件

の投資判断にあたっては、賃料下落リスクや工

期遅れのリスク、近隣対応へのリスク、土壌汚

染等の環境リスク等の考えられるリスクを全て

洗い出して判断を行うように努めており、リス

クマネジメントを徹底しております。

(iv)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

a. 内部監査及び監査役監査

　当社における内部統制の監査については、内

部監査担当部門である考査室（4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。

　監査役監査については、監査役会が定めた監査

の方針、監査計画に従い、本社及び主要な事業所

において業務及び財産の状況を調査し、必要に応

じて子会社に営業の報告を求めております。ま

た、他の監査部門との連係については、会計監査

人とは四半期毎、考査室とは半期毎その他必要に

応じて意見交換、情報交換を行い、相互連係のも

とに監査を実施しております。

b. 会計監査

　当社の会計監査を実施した公認会計士は浜田

康、中村和臣であり、中央青山監査法人に所属

し、継続監査年数は4年であります。

　また、監査補助者として公認会計士5名、会計

士補7名及びその他2名による監査体制となってお

ります。

②会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、

資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　　2006年３月期末時点における社外取締役のうち中

川裕はNTTの社員であり、同社は当社の株式を67.3

％保有しております。また、上原誠司は東日本電信電

話（株）の社員でありますが、2006年３月31日を以っ

て社外取締役を辞任しております。また、社外監査役

のうち前川俊夫はNTTの社員であり、武藤弘和はエ

ヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ（株）の社員で

あります。

　　第21期定時株主総会にて新たに選任された社外取

締役の山本康裕はNTTの社員であります。また、社外

監査役のうち佐藤健治はエヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ（株）の社員であります。

③会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取

組みの最近1年間における実施状況

　　2005年度において、取締役会は16回、監査役会

は18回開催いたしております。

　

④取締役及び監査役に対する報酬の内容

　　2006年3月期における当社の取締役及び監査役に

対する役員報酬並びに監査法人に対する監査報酬は

以下のとおりです。

　役員報酬： 取締役に支払った報酬 249百万円

　 監査役に支払った報酬 29百万円

　 計 279百万円

　公認会計士法第２条第１項に

　規定する業務に基づく監査報酬： 35百万円

NTT Urban Development Corporation22
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営業収益

　2006年3月期における営業収益は1,108億33百万円であり、前期比146億44百万円増（同15.2％増）と

なりました。収益増加の最も大きな要因は、不動産賃貸事業及び分譲事業の収益が大きく増加したことによ

ります。

営業総利益

　2006年3月期における営業原価は784億62百万円であり、前期比87億69百万円増（同12.6%増）とな

りました。変動の主な要因は、不動産賃貸事業において新規ビルの稼働増により原価が増加したこと、分

譲事業及びその他の事業において収益の増加に伴い原価が増加したことがあげられます。

　以上の結果、2006年3月期の営業総利益は、前期比58億75百万円増（同22.2%増）の323億71百万円

となりました。

経営者による経営成績及び財政状態等の分析

経営成績の分析

● 不動産賃貸事業 不動産賃貸事業収益は774億88百万円であり、前期比36億72百万円増（同5.0%増）となりまし
た。変動の主な要因は、アーバンネット名古屋ビル、アーバンネット札幌ビル等の新規物件の稼
働増があったことに加え、アーバンネット大手町ビル、大手町ファーストスクエア等の既存ビル
で空室率が低下したことがあげられます。

● 分譲事業 分譲事業収益は235億43百万円であり、前期比89億49百万円増（同61.3%増）となりました。
変動の主な要因は、グランウェリス瀬田（世田谷区）、東京フロントコート（江東区）、タンタタ
ウン「アルボの丘」（稲城市）、ジオ・ウェリス西宮北口（兵庫県西宮市）等の収益計上、2006年
3月期におけるマンションの販売引渡戸数が566戸となり、前期の318戸から大幅に増加した
ことがあげられます。

● その他の事業 その他の事業収益は139億56百万円であり、前期比19億23百万円増（同16.0％増）となりま
した。
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営業利益

　2006年3月期の販売費及び一般管理費は106億54百万円であり、前期比14億93百万円増（同16.3%

増）となっております。主な変動要因は、不動産取得税の増加、分譲事業における販売委託費の増加などが

あげられます。

　以上の結果、2006年3月期の営業利益は、前期比43億81百万円増（同25.3%増）の217億16百万円と

なりました。

経常利益

　2006年3月期の営業外収益は5億86百万円、前期比1億81百万円増（同44.8%増）であり、当期の営業外

費用は39億56百万円、前期比2億26百万円減（同5.4%減）となりました。営業外費用の主な変動要因は、支

払利息の減少（3億89百万円減）や前期に計上した新株発行費、株式公開費用が当期は発生しなかったことに

よる減少（5億74百万円減）と、当期に計上した繰上弁済手数料による増加（6億79百万円増）があげられます。

　以上の結果、2006年3月期の経常利益は、前期比47億89百万円増（同35.3%増）の183億46百万円と

なりました。

税金等調整前当期純利益

　2006年3月期の特別利益は、「NU-1ファンド」への物件売却等による固定資産売却益の計上により、前期

比37億84百万円増（同1,171.7%増）の41億7百万円となりました。特別損失は減損損失の計上（16億25百

万円）等により32億87百万円、前期比15億82百万円増（同92.8%増）となりました。

　以上の結果、2006年3月期の税金等調整前当期純利益は191億66百万円、前期比69億91百万円増（同

57.4%増）となりました。

当期純利益

　2006年3月期における法人税等、及び法人税等調整額は77億60百万円、前期比27億73百万円増（同

55.6%増）となりました。

　以上の結果、2006年3月期の当期純利益は114億1百万円、前期比42億18百万円増（同58.7%増）となり

ました。
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連結貸借対照表の状況

　2006年3月期末において、資産、負債及び資本は前期末に比べ増加しました。

　資産の増加の主な要因は、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。

　負債の増加の主な要因は、有利子負債が増加したこと等によるものです。

　資本の増加の主な要因は、利益剰余金の増加等によるものです。

連結キャッシュ・フローの状況

　2006年3月期における営業活動の結果得られた資金は、222億43百万円（前期比23億28百万円減）とな

りました。これは主に税金等調整前当期純利益191億66百万円、減価償却費238億28百万円等による資金

の増加に対し、たな卸資産の増加251億8百万円等による資金の減少があったことによるものです。

　投資活動の結果使用した資金は、451億57百万円（前期比173億44百万円増）となりました。これは主

に有形固定資産の取得による支出439億36百万円、投資有価証券の取得による支出91億96百万円等によ

るものです。

　財務活動の結果使用した資金は、322億14百万円（前期比251億32百万円増）となりました。これは主

に短期借入金の増加245億円、長期借入れによる収入629億40百万円等による資金の増加に対し、長期借

入金の返済による支出452億82百万円等の資金の減少があったことによるものです。

　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（株）格付投資情報セ

ンターによる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

新設工事等向け投資と、事業拡大のため、事業用地の取得を中心とした投資を実施しております。

　2006年3月期の不動産賃貸事業における主な投資は、アーバンネット名古屋ビル175億10百万円、グ

ランパーク共有持分取得103億36百万円、UD兼松ビル80億42百万円です。

投資の概要

財政状態の分析
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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、2006年3月期における連結営業収益の67.4%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、

退去また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

　マンション分譲市場が、事業者間の競争の激化や、住宅ローン金利の上昇、地価の高騰に伴う販売価格の上

昇による消費マインドの冷え込み等により悪化した場合には、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

また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月期から適用し、減損損失16億25百万円を特別損失として計上しましたが、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さらに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

　2006年3月期の連結有利子負債残高2,689億42百万円は、すべて固定金利での調達ですが、今後、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

格付けの低下等の事由により制約を受けることがあります。

　該当なし

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）

2005 2006 2006

流動資産:
現金及び現金同等物 ¥   10,203 ¥   19,503 $    166,033
定期預金及び短期投資 20 23 195
受取手形及び営業未収入金 6,291 6,174 52,560
貸倒引当金 (7) (2) (20)
たな卸資産（注記4） 13,685 40,445 344,307
繰延税金資産（注記13） 238 1,304 11,108
その他 2,384 3,037 25,855

流動資産合計 32,816 70,486 600,040

有形固定資産 (注記7及び11)：
建物及び構築物 587,313 609,280 5,186,688
機械装置及び運搬具 13,346 13,953 118,784
工具、器具及び備品 12,334 12,902 109,840
土地 60,612 76,374 650,162
建設仮勘定 7,087 307 2,621

小計 680,693 712,819 6,068,097
減価償却累計額 (284,248) (302,041) (2,571,221)

有形固定資産合計 396,445 410,777 3,496,875

投資その他の資産:
投資有価証券（注記5） 20,138 29,768 253,417
長期前払費用 22,525 21,191 180,401
無形固定資産 1,910 1,801 15,335
繰延税金資産（注記13） 4,901 3,449 29,368
その他（注記5） 1,496 6,321 53,811
貸倒引当金 (6) (5) (49)

投資その他の資産合計 50,966 62,527 532,284

資産合計 ¥ 480,228 ¥ 543,792 $ 4,629,200

連結財務諸表の注記を参照のこと。

資産

連結貸借対照表
2005年及び2006年3月31日現在
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千米ドル
百万円 （注記3）

2005 2006 2006

流動負債:
短期借入金（注記6） ¥  10,000 ¥  34,500 $   293,692
１年以内返済予定の長期借入債務（注記6及び7） 45,223 39,957 340,147
支払手形及び営業未払金 4,523 13,274 113,002
未払法人税等（注記13） 1,449 6,226 53,005
その他 15,125 17,717 150,826

流動負債合計 76,322 111,675 950,674

固定負債:
長期借入債務（注記6及び7） 176,560 194,485 1,655,618
退職給付引当金（注記8） 4,670 5,084 43,286
役員退職慰労引当金 235 200 1,704
受入敷金保証金 113,336 116,563 992,285
その他 5 5 44

固定負債合計 294,808 316,339 2,692,939

少数株主持分 88 80 687

資本（注記9及び19）：
資本金:
授権株式数－2,100,000株
発行済株式数－658,240株 48,760 48,760 415,084

資本剰余金 34,109 34,109 290,370
利益剰余金 25,903 32,299 274,960
その他有価証券評価差額金 236 526 4,482

資本合計 109,009 115,696 984,898

負債及び資本合計 ¥480,228 ¥543,792 $4,629,200

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）

2005 2006 2006

営業収益 ¥96,188 ¥110,833 $943,501
営業原価 69,692 78,462 667,933

営業総利益 26,495 32,371 275,568
販売費及び一般管理費（注記10） 9,160 10,654 90,696

営業利益 17,335 21,716 184,871
その他の収益（費用）：

受取利息 2 0 8
支払利息 (3,562) (3,173) (27,012)
持分法による投資利益 125 247 2,106
減損損失（注記11及び18） － (1,625) (13,833)
その他（注記12） (1,725) 1,999 17,018

(5,160) (2,550) (21,712)

税金等調整前当期純利益 12,174 19,166 163,159
法人税、住民税及び事業税（注記13）：
当年度分 6,786 7,575 64,490
繰延税額 (1,798) 185 1,577

法人税、住民税及び事業税合計 4,987 7,760 66,067
少数株主利益 (4) (4) (36)

当期純利益（注記14） ¥  7,182 ¥  11,401 $  97,055

連結財務諸表の注記を参照のこと。

連結損益計算書
2005年及び2006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）

2005 2006 2006

資本金：
資本金期首残高 ¥26,320 ¥48,760 $415,084
資本金増加高：

増資による新株の発行（2005年－132,000株） 22,440 － －

資本金期末残高 ¥48,760 ¥48,760 $415,084

資本剰余金：
資本剰余金期首残高 ¥         0 ¥34,109 $290,370
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 － －

資本剰余金期末残高 ¥34,109 ¥34,109 $290,370

利益剰余金：
利益剰余金期首残高 ¥21,405 ¥25,903 $220,509
利益剰余金増加高：

当期純利益 7,182 11,401 97,055
利益剰余金減少高：

配当金 (2,631) (4,936) (42,026)
役員賞与 (53) (67) (577)

利益剰余金期末残高 ¥25,903 ¥32,299 $274,960

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 ¥     202  ¥     236 $    2,010
その他有価証券評価差額金当期純変動額 33 290 2,472

その他有価証券評価差額金期末残高 ¥     236 ¥     526 $    4,482

連結財務諸表の注記を参照のこと。

連結株主持分計算書
2005年及び2006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
2005年及び2006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）

2005 2006 2006

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 ¥ 12,174 ¥ 19,166 $ 163,159
調整項目：
減価償却費 23,865 23,828 202,846
減損損失 － 1,625 13,833
貸倒引当金の増加（減少）額 7 (5) (46)
退職給付引当金の増加額 3,947 413 3,524
受取利息及び受取配当金 (29) (31) (267)
支払利息 3,562 3,173 27,012
繰上弁済手数料 － 679 5,783
持分法による投資利益 (125) (247) (2,106)
有形固定資産売却益 (322) (4,107) (34,962)
有形固定資産除却損 1,704 1,427 12,154
投資有価証券評価損 － 234 1,997
売上債権の（増加）減少額 (1,845) 117 1,000
たな卸資産の増加額 (4,142) (25,108) (213,743)
仕入債務の増加（減少）額 (1,434) 8,751 74,499
受入敷金保証金の増加（減少）額 (2,961) 3,211 27,341
役員賞与の支払額 (53) (67) (577)
その他 2,056 (4,096) (34,873)
小計 36,402 28,965 246,574

利息及び配当金の受取額 64 67 577
利息の支払額 (3,779) (3,234) (27,532)
繰上弁済手数料の支払額 － (679) (5,783)
法人税等の支払額 (8,115) (2,875) (24,481)
営業活動によるキャッシュ・フロー 24,572 22,243 189,355

投資活動によるキャッシュ・フロー：
定期預金の預入による支出 － (3) (25)
有形固定資産の取得による支出 (19,834) (43,936) (374,020)
有形固定資産の売却による収入 327 8,128 69,195
投資有価証券の取得による支出 (8,159) (9,196) (78,288)
投資有価証券の売却による収入 － 1 8
その他 (146) (151) (1,286)
投資活動によるキャッシュ・フロー (27,812) (45,157) (384,417)

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 (9,000) 24,500 208,563
コマーシャル・ペーパーの純減少額 (4,000) － －
長期借入れによる収入 8,000 62,940 535,796
長期借入金の返済による支出 (31,835) (45,282) (385,479)
社債の償還による支出 (10,000) (5,000) (42,564)
株式の発行による収入 56,548 － －
配当金の支払額 (2,631) (4,931) (41,984)
少数株主への配当金の支払額 － (11) (98)
財務活動によるキャッシュ・フロー 7,081 32,214 274,233

現金及び現金同等物の純増加額 3,841 9,300 79,171
現金及び現金同等物の期首残高 6,362 10,203 86,861
現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 10,203 ¥ 19,503 $ 166,033

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

　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。

2. 重要な会計方針の要約

(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。

　2005年及び2006年3月31日に終了した各会計年度における当社の連結子会社は以下のとおりです。

2005 2006

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㈱

　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。

　2005年及び2006年3月31日に終了した各会計年度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。

2005 2006

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 ㈱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。
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(c) たな卸資産

　たな卸不動産の評価は、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) 固定資産の減損に係る会計基準

　当連結会計年度より、当社及び連結子会社は「固定資産の減損に係る会計基準」及び「固定資産の減損に係

る会計基準の適用指針」を適用しております。同会計基準及び同適用指針は、資産の帳簿価額が回復しない

兆候が見受けられた場合には減損の認識について検討することを要求しております。減損を認識すべきで

あると判定された資産又は資産グループについては、帳簿価額を回収可能価額（正味売却価額と使用価値の

いずれか高いほう）まで直接減額し、減損損失を損益計算書に計上しております。

　この適用により、2006年3月31日に終了した会計年度の税金等調整前当期純利益は、1,625百万円

(13,833千米ドル) 減少しております。

(f) 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。

(g) 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。

(h) 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。

(i) 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。

(j) 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。

(k) 貸倒引当金

　売上債権、貸付金等の貸倒れに備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の

特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
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(l) 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。

(m) 法人税等

　繰延税額は資産負債法を用いて計上し、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

よる将来の税効果見積額について、繰延税金資産及び負債を認識しております。

　繰延税金資産及び負債は、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。

(n) 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。

(o) 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。

(p) デリバティブ

　当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。

(q) 利益処分

　2005年７月、会社法制全般について改正が行われた会社法が公布され、2006年5月1日より施行され

ました。会社法の施行は当会計年度終了後であり、添付の連結財務諸表に開示された情報は旧商法を前提

として開示を行っています。

　日本の旧商法においては、特定の事業年度に係る利益処分は、事業年度終了後3ヶ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。
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3. 米ドル金額

　連結財務諸表及び注記の米ドル換算額は、2006年3月31日現在の為替相場である1米ドル＝117.47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。

4. たな卸資産

　2005年及び2006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

2005 2006 2006

販売用不動産 ¥  1,559 ¥     374 $    3,191
仕掛不動産 11,981 39,883 339,518
原材料、貯蔵品及びその他 143 187 1,597

　　　合計 ¥13,685 ¥40,445 $344,307

5. 有価証券

(a) 2005年及び2006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

2005 2006 2006

取得価額：
株式 ¥   953 ¥   953 $  8,118
債券 59 － －

合計 ¥1,013 ¥   953 $  8,118

帳簿価額：
株式 ¥1,355 ¥1,841 $15,676
債券 59 － －

合計 ¥1,415 ¥1,841 $15,676

未実現損益：
株式 ¥   401 ¥   887 $  7,558
債券 0 － －

合計 ¥   401 ¥   887 $  7,558

(b) 2005年及び2006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

2005 2006 2006

非上場株式（店頭売買株式を除く） ¥   553 ¥     317 $  2,705
非上場優先出資証券    100    100 851
匿名組合出資金 2,350 10,168 86,559

　　　合計 ¥3,003 ¥10,585 $90,115
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(c) 2005年及び2006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ように要約されます。

百万円 千米ドル

2005 2006 2006

1年以内 ¥59 ¥－ $－
1年超5年以内    －    －  －
5年超10年以内    －     －  －
10年超 －   －  －

合計 ¥59 ¥－ $－

(d) 2005年及び2006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

2005 2006 2006

株式 ¥  1,131 ¥  1,221 $  10,394
優先出資証券 14,649 16,132 137,329

合計 ¥15,780 ¥17,353 $147,724

(e) 2005年及び2006年3月31日に終了した各会計年度におけるその他有価証券の売却額及び売却益の合

計（売却損の合計）は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005 2006 2006

売却額 ¥－ ¥61 $519
売却益の合計 － 0 2
売却損の合計 － － －

6. 短期借入債務及び長期借入債務

　2005年及び2006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

2005 2006 2006 2005 2006

短期銀行借入金 ¥10,000 ¥34,500 $293,692 0.2% 0.1%

　2005年及び2006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 2005 2006 2006

無担保社債 1.50% 2005 ¥    5,000 ¥         － $           －
無担保社債 0.70% 2006 7,500 7,500 63,846
無担保社債 0.80% 2007 4,300 4,300 36,605
無担保社債 0.60% 2007 5,000 5,000 42,564
無担保社債 0.90% 2008 10,000 10,000 85,128
銀行及びその他の金融機関からの借入
担保付債務 0.85～4.40% 2007～2022 49,910 44,252 376,712
無担保債務 0.00～3.77% 2006～2014 140,073 163,390 1,390,910

221,784 234,442 1,995,765
1年以内返済予定額控除 45,223 39,957 340,147

合計 ¥176,560 ¥194,485 $1,655,618
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　2006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

2007年  ¥  39,957 $   340,147
2008年 35,561 302,730
2009年 50,040 425,987
2010年及びそれ以降 108,882 926,900

合計 ¥234,442 $1,995,765

7. 担保に供している資産

　2005年及び2006年3月31日現在、各々の長期借入金49,910百万円及び44,252百万円 (376,712

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

2005 2006 2006

建物 ¥144,505 ¥140,239 $1,193,835
土地 6,636 14,145 120,413

合計 ¥151,142 ¥154,384 $1,314,249

8. 退職給付制度

　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。

　2005年及び2006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

2005 2006 2006

退職給付債務 ¥(7,633) ¥(8,688) $(73,965)
年金資産の公正価値 4,033 4,958 42,209
未積立退職給付債務 (3,599) (3,730) (31,755)
未認識数理計算上の差異 (1,075) (1,358) (11,561)
未認識過去勤務債務 3 3 30

退職給付引当金 ¥(4,670) ¥(5,084) $(43,286)

　2005年及び2006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

2005 2006 2006

勤務費用 ¥283 ¥ 241 $2,058
利息費用 211 188 1,601
期待運用収益 (35) (101) (863)
数理計算上の差異の費用処理額 7 (73) (627)
過去勤務債務の費用処理額 0 0 3
従業員拠出額 (14) (15) (128)

退職給付費用 ¥453 ¥ 240 $2,043
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　2005年及び2006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。

2005 2006

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 10.5～13.2年 9.6～13.2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。

　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。2005

年及び2006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、各々873

百万円及び937百万円（7,984千米ドル）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、2005年及び2006年3月31日に終了した各会計年度においては、各々684百万円及び963百

万円（8,206千米ドル）の利益が計上される見込みです。

9. 株主持分

　2005年７月、会社法制全般について改正が行われた会社法が公布され、2006年5月1日より施行され

ました。会社法の施行は当会計年度終了後であり、添付の連結財務諸表に開示された情報は旧商法を前提

として開示を行っています。

　日本の旧商法に従い、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。旧

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

2005年及び2006年3月31日現在、各々3,437百万円（29,261千米ドル）となっております。

　旧商法は、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、旧商法では、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

22,440百万円及び34,108百万円増加いたしました。
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10. 販売費及び一般管理費

　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

給与、手当及び賞与 ¥2,947
業務委託費 1,421
広告宣伝費 1,115
退職給付費用 330
役員退職慰労引当金組入額 72

　2006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 ¥3,194 $27,193
業務委託費 1,911 16,274
租税公課 1,354 11,531
広告宣伝費 1,105 9,411
退職給付費用 203 1,732
役員退職慰労引当金組入額 32 273

11. 減損損失

　当連結会計年度において、当社及び連結子会社は以下の資産グループにおいて減損損失を計上しました。

主な用途 種類 場所 百万円 千米ドル

オフィスビル 建物、土地 東京都千代田区 ¥   219 $  1,865
オフィスビル 土地 東京都港区 411 3,502
商業施設 建物 愛知県名古屋市 994 8,465

　合計 ¥1,625 $13,833

　当社及び連結子会社は、原則として個別の物件ごとに減損損失の検討を行いました。その結果、時価又

は将来キャッシュ・フローが帳簿価額を下回ることになった資産について帳簿価額を回収可能価額まで減

額し、当該減少額を減損損失としてその他の費用に計上しました。その内訳は、建物1,103百万円（9,396

千米ドル）、土地521百万円（4,436千米ドル）であります。

　なお、当社及び連結子会社の回収可能価額は正味売却価額又は使用価値により測定しており、正味売却

価額は主として不動産鑑定士による鑑定評価額を使用し、使用価値は、将来キャッシュ・フローを5％で

割り引いて計算しております。
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12. その他の収益（費用）

　2005年及び2006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

2005 2006 2006

受取配当金 ¥      26 ¥      30 $      259
受取手数料 72 － －
受取分担金 113 215 1,837
固定資産受贈益 5 2 18
有形固定資産売却益 322 4,107 34,962
新株発行費 (347) － －
株式公開費用 (227) － －
繰上弁済手数料 － (679) (5,783)
有形固定資産除却損 (1,704) (1,427) (12,154)
投資有価証券評価損 － (234) (1,997)
その他 12 (14) (125)

合計 ¥(1,725) ¥ 1,999 $ 17,018

　前会計年度まで区分掲記しておりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の100分の10以下となった

ため、当会計年度より「その他」に含めて表示しております。

　2005年及び2006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」の内訳は以下のとおりです。
百万円 千米ドル

2005 2006 2006

土地 ¥322 ¥4,107 $34,962

　2005年及び2006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

2005 2006 2006

建物 ¥(1,049) ¥   (761) $  (6,482)
構築物 (38) (7) (67)
撤去費用 (550) (475) (4,046)
工具、器具及び備品 (66) (182) (1,556)

合計 ¥(1,704) ¥(1,427) $(12,154)

13. 法人税等

　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、

2005年は40.6％、2006年は40.7%でした。

　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、株式公開により連結子法人に該当しなくなったことに伴い、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。
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　2005年及び2006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

2005 2006 2006

繰延税金資産：
未払賞与損金算入限度超過額 ¥    138 ¥    140 $   1,192
未払事業税 49 495 4,216
土地評価損否認 3,573 2,918 24,840
未払不動産取得税 － 198 1,693
償却費否認 1,121 1,256 10,696
退職給付引当金 1,889 2,064 17,574
減損損失否認 － 643 5,479
その他 324 373 3,181

合計 7,096 8,090 68,875

繰延税金負債：
固定資産圧縮積立金 (1,795) (2,925) (24,902)
その他 (161) (410) (3,495)

合計 (1,956) (3,335) (28,398)

繰延税金資産の純額 ¥ 5,140 ¥ 4,754 $ 40,477

　2005年及び2006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。

14. 1株当たり情報
百万円 千米ドル

2005 2006 2006

当期純利益 ¥7,182 ¥11,401 $97,055
普通株主に帰属しない金額：
　利益処分による役員賞与金 67 78 669

普通株主に係る当期純利益 ¥7,114 ¥11,322 $96,385

期中平均株式数 579,763株. 658,240株. .

円 米ドル

2005 2006 2006

1株当たり当期純利益 ¥  12,271.53. ¥  17,201.07. $   146.42.
1株当たり現金配当金 5,000 5,000 42.56.

1株当たり純資産 ¥165,606.94. ¥175,765.71. $1,496.26.

　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。
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15. リース取引

　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、2005年及び2006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

2005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 ¥   60 ¥   23
工具、器具及び備品 582 251 331
無形固定資産 200 77 123

合計 ¥ 867 ¥ 388 ¥ 478

百万円 千米ドル

2006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 ¥   80 ¥   47 ¥   33 $    689 $    406 $    282
工具、器具及び備品 524 183 340 4,465 1,564 2,901
無形固定資産 200 96 104 1,710 821 889

合計 ¥ 806 ¥ 328 ¥ 478 $ 6,865 $ 2,792 $ 4,072

　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、2005

年及び2006年3月31日に終了した各会計年度において、各々162百万円、170百万円(1,448千米ドル)

となっております。これらの金額は、2005年及び2006年3月31日に終了した各会計年度において、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と同額となっ

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2005年及び2006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

2005 2006 2006

1年内 ¥ 154 ¥ 147 $ 1,256
1年超 324 330 2,816

合計 ¥ 478 ¥ 478 $ 4,072

16. デリバティブ取引

　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。
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　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。

17. 関連当事者との取引

　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。

　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 1百万円
期末残高 営業未収入金：－ 未収入金：0百万円

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
議決権の所有（被所有）割合 －
取引の内容 借入
取引金額 －
期末残高 長期借入金：26,200百万円

　2006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 2006

属性 親会社の子会社 親会社の子会社
関連当事者の名称 西日本電信電話(株) エヌ・ティ・ティ・リース(株)
議決権の所有(被所有)割合 － (所有) 1.4%
取引の内容 a) 販売用土地の購入

b) 土地の購入 借入
取引金額 a) 10,852 百万円 (92,381千米ドル)

b)   1,704 百万円 (14,508千米ドル) －
期末残高 営業未払金: 6,944百万円 短期借入金: 20,000百万円

(59,119千米ドル) (170,256千米ドル)
その他流動負債: 1,004百万円 長期借入金: 36,200百万円

(8,549千米ドル) (308,163千米ドル)

　上記の関連当事者との取引条件は、第三者に対する一般的取引条件と同様であります。

　エヌ・ティ・ティ・リース(株)と(株)エヌ・ティ・ティ・ファイナンス・ジャパンは、2005年4月1日

付で合併し、エヌ・ティ・ティ・リース(株)となりました。
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18. 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。

　2005年及び2006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

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

百万円

2006年3月31日 不動産賃貸業 分譲事業 その他の事業 合計 消去又は全社 連結

営業収益及び営業損益：
外部顧客に対する営業収益 ¥  77,150 ¥23,543 ¥10,138 ¥110,833 ¥       － ¥110,833
セグメント間の内部営業収益
又は振替高 338 － 3,817 4,155 (4,155) －

営業収益合計 77,488 23,543 13,956 114,988 (4,155) 110,833
営業費用 57,715 19,040 12,954 89,710 (593) 89,116

営業利益 ¥  19,773 ¥  4,503 ¥  1,001 ¥  25,278 ¥ (3,561) ¥  21,716

資産、減価償却費及び資本的支出：
資産 ¥440,931 ¥45,522 ¥  6,206 ¥492,660 ¥51,131 ¥543,792
減価償却費 23,652 1 3 23,656 171 23,828
減損損失 1,625 － － 1,625 － 1,625
資本的支出 44,980 － 10 44,991 433 45,425
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千米ドル

2006年3月31日 不動産賃貸業 分譲事業 その他の事業 合計 消去又は全社 連結

営業収益及び営業損益：
外部顧客に対する営業収益 $   656,767 $200,423 $ 86,310 $   943,501 $         － $   943,501
セグメント間の内部営業収益
又は振替高 2,881 － 32,495 35,376 (35,376) －

営業収益合計 659,648 200,423 118,806 978,878 (35,376) 943,501
営業費用 491,319 162,086 110,280 763,686 (5,056) 758,629

営業利益 $   168,328 $  38,337 $   8,526 $   215,192 $ (30,320) $   184,871

資産、減価償却費及び資本的支出：
資産 $3,753,562 $387,527 $ 52,834 $4,193,925 $435,274 $4,629,200
減価償却費 201,346 14 25 201,385 1,460 202,846
減損損失 13,833 － － 13,833 － 13,833
資本的支出 382,913 － 93 383,007 3,692 386,699

　2005年及び2006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、消去又は全社の項目

に含めた配賦不能営業費用の金額は、各々3,079百万円、3,563百万円（30,331千米ドル）となっており

ます。

　資産のうち、消去又は全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、2005年及び2006年3月31日現在、各々34,489百万円、53,761百万円（457,658

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については記載しておりません。

19. 後発事象

　2006年3月31日に終了した会計年度に係る以下の利益処分が2006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2006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

当期未処分利益の増加：
　固定資産圧縮積立金取崩高 ¥      21 $      185

当期未処分利益の減少：
　期末現金配当金：
　　1株当たり2,500円（21.28米ドル) (1,645) (14,008)
　役員賞与 (78) (669)
　固定資産圧縮積立金 (1,634) (13,916)
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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2006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2006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。

　注2に記載されているとおり、会社及び連結子会社は2006年3月31日に終了した連結会計年度より、日

本の新しい会計基準である固定資産の減損に係る会計基準を適用している。

　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

2006年6月26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



NTT Urban Development Corporation48

会社概要

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 〒101-0021　東京都千代田区外神田四丁目14番1号
設立 1986年1月21日
資本金 487億6,000万円
従業員数 503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

（2006年3月31日現在）

役員
（2006年6月22日現在）

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 村岸　　公人 古賀　　信博 飼手　　道彦 徳永　　英樹

伊藤　　彰敏 奥田　　孝浩 西村　　善治 山本　　康裕
常勤監査役 榎　彦左エ門 中野　　ﾈ豊一
監査役 前川　　俊夫 佐藤　　健治

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 7,221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 67.3

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 17,674 2.69
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 13,303 2.02
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 10,052 1.53

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 8,876 1.35
モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 8,713 1.32
ゴールドマン・サックス・インターナショナル 8,108 1.23
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 7,835 1.19

シー エム ビー エル, エス エー リ. ミューチャル ファンド 6,498 0.99
ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 5,059 0.77

株式の状況
（2006年3月31日現在）

金融機関 

8.1％ 
個人・その他（国内） 

2.0％ 

外国法人等 

22.1％ 

事業会社 
その他法人（国内） 

67.6％ 

証券会社 

0.3％ 

株式所有者別 
分布状況 
（出資比率） 
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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（株） 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（株）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（株）* 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及び管理運営
ビルサービス（株） 千代田区 300 100.0

東京都
（株）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の飲食店運営ディ・エヌ・フード（株） 千代田区 40 100.0

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

*ジーピービル管理（株）は2006年3月31日をもって解散を決議しております。

持分法適用関連会社

東京都
東京オペラシティビル（株） 新宿区 20 23.7 東京オペラシティビルの建物管理

東京都
（株）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（株） 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 32,000 50.0 秋葉原駅前3－1街区の開発

東京都
（株）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
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-2-15 UD兼松ビル4階
TEL:(06)6208-3939　FAX:(06)6208-3888

北海道支店
〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西7-3 ノステル札幌ビル*
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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*2006年9月1日より日経
おおわだビルから名称変更
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