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不動産賃貸
853億円

分譲
326億円

その他
135億円

2007年3月期営業収益構成

（注）セグメント間の内部営業収益又は振替高を含む。
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NTT都市開発のこれまでの、そして未来への成長ステージは、3つのフロアに例えることができます。ファーストフロアは、

創業時に日本電信電話（株）（以下、「NTT」という。）から現物出資を受けた事業所跡地や遊休地の不動産の開発により、不動産

賃貸事業の事業基盤を確立した時期です。セカンドフロアは、1999年に当社と同様に設立された全国のNTTグループの不動

産会社5社と合併したことにより事業の全国展開が可能となり、2001年には新規事業としてマンション分譲事業を開始、大規

模な開発プロジェクト「秋葉原UDX」がグランドオープンした2006年までです。そして、現在、サードフロアに入り、「大手町

一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）」への参画、京都・四条烏丸における「京都プロジェクト（仮称）」の推進、

「大阪駅北地区先行開発区域開発プロジェクト」における開発事業者への指定など、大規模な不動産開発プロジェクトを手掛ける

ことで開発ノウハウをさらに蓄積し、成長を続けております。

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。

大規模開発を手掛け、さらに成長を続けております。

不動産賃貸事業における開発実績

Photo: Koji Okumura
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財務ハイライト

百万円 増減率 千米ドル※4

2005 2006 2007 2007 / 2006 2007

会計年度：
営業収益 ¥96,188 ¥110,833 ¥128,215 15.7% $1,086,113
営業利益 17,335 21,716 25,091 15.5 212,549
当期純利益 7,182 11,401 12,995 14.0 110,086
投資額※1 26,070 54,622 48,595 △11.0 411,652
減価償却費 23,865 23,828 23,657 △0.7 200,402
フリー・キャッシュ・フロー※2 △3,240 △22,913 △38,072 — —

会計年度末：
総資産 480,228 543,792 581,848 7.0 4,928,832
有形固定資産 396,445 410,777 434,753 5.8 3,682,790
純資産 109,009 115,696 125,169 8.2 1,060,308
有利子負債 231,784 268,942 293,069 9.0 2,482,591

経営指標：
純収入（NOI）［単体］ 45,887 47,237 50,387 6.7 426,828
自己資本当期純利益率（ROE）（%） 9.2 10.1 10.8 6.9 —
D/Eレシオ（倍） 2.1 2.3 2.3 — —
自己資本比率（%） 22.7 21.3 21.5 0.9 —
配当性向（%） 42.3 29.1 25.3 △13.1 —
純資産配当率（DOE）（%） 3.0 2.9 2.7 △6.9 —

1株当たり：
純資産 165,607 175,766 38,008※3 — 321.96
当期純利益 12,272 17,201 3,949※3 — 33.44

※1. 資本的支出及び投資有価証券の取得を含んでおります。

※2. 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

※3. 2007年1月1日付の1株を5株とする株式分割後の発行済株式数（3,291,200株）により算出。遡及修正は行っておりません。

※4. 便宜上2007年3月31日時点の為替レート1USドル＝118.05円で円をドルに換算しております。
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営業収益: 1,108億円 ...> 1,282億円

NOI: 472億円 ...> 503億円
※ 資本的支出及び投資有価証券の取得を含む。

NTT都市開発は、1986年の設立より、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

で快適なオフィス空間づくりや街づくりを手掛けてきました。

今後は、新たな企業価値の創造、長期的な成長に向けて、

「不動産賃貸事業」の強化による収益基盤の拡充、マンション

ブランド「WELLITH（ウェリス）」を核とした「分譲事業」を積

極的に推進します。

また、大規模プロジェクトへの参画や独自の開発プロ

ジェクトへのチャレンジ、さらには、商業施設の開発、プロパ

ティマネジメント事業の拡大、不動産ファンドを活用した

フィービジネスの展開などを行い、最適な事業ポートフォリオ

を確立させ、バランスのとれた総合不動産会社を目指します。
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株主の皆さまへ

私は、この度、2007年6月21日に開催された定時株主総会及び取締役会の選任により、

代表取締役社長に就任いたしました。

微力ではございますが、皆さまのご期待に応えられるよう、全力を尽くしてまいります

ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

当社が企業理念として掲げている「人」「街」「自然」が調和する快適空間の創造は普遍的

なテーマです。当社は、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、

「We create harmony.」のコーポレートスローガンのもと、「人」「街」「自然」が調和す

る「まちづくり」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てまいります。

このためにも、従来の成長戦略をさらに積極的に推進し、これまで以上に柔軟かつ

斬新な発想で、こだわりの都市空間づくりを通じてさらなる成長を遂げていきたいと考え

ております。

株主・投資家の皆さまには、今後ともご理解とご支援を賜りますようよろしくお願い

いたします。

“こだわりの都市空間づくりを通じて、さらなる成長を図ります”
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善傾向が継続しています。また、マンション分

譲市場については、住宅ローン金利の上昇や、

地価の高騰等に伴う販売価格の上昇が懸念さ

れるものの、いわゆる団塊ジュニア世代を中

心に底堅い需要が見込まれるものと考えてい

ます。

こうした環境の中で、当社グループは、

2008年3月期までの3ヵ年の中期経営計画

「Ｃ＆Ｐ07（Change & Proceed to 2007）」

（2005年5月策定）の達成に向け邁進してきま

したが、2007年3月期にはこの経営指標の目

標値を大幅に上回るなど、業績は極めて順調

に推移しています。当社グループとしては、今後

も、優良な物件の開発に積極的に取り組んでい

くとともに、不動産賃貸事業の強化による収益

基盤のさらなる拡充と、「成長のドライバー」と

位置付けている分譲事業の拡大を目指して

いきます。また、商業施設の開発等を通じた

商業ビジネスやＰＭ（プロパティマネジメント）

事業の拡大、不動産ファンド等を活用した

フィービジネスも積極的に手掛けていきます。

さらなる開発事業の推進

当社は今後、さらに大規模な不動産開発を

積極的に推進していくことを目指しています。

2006年3月にグランドオープンした「秋葉原

ＵＤＸ」は、開発型証券化スキームを利用した大

型プロジェクトであり、この成功は当社にとって

大きな自信となりました。

2007年4月には、いよいよ東京大手町で

「大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業

（第一次再開発事業）」が着工しました。このプ

ロジェクトは、連鎖型都市再生という新たな手

法を用いた再開発のプロジェクトであり、当社

のディベロッパーとしての次なる成長ステージ

過去最高水準の業績を達成

2007年3月期の連結決算は、不動産賃貸事

業、分譲事業とも良好な事業環境を背景に、

前期に続いて過去最高水準の業績を達成する

ことができました。

不動産賃貸事業においては、新規ビルの収

益寄与、好調なオフィスビル市況を背景にし

た既存ビルの賃料改定が順調に進み、営業収

益は853億12百万円（前期比10.1%増）、営業

利益は231億84百万円（同17.3%増）となり

ました。

分譲事業においては、「WELLITH（ウェリス）」

ブランドで展開しているマンションの引渡戸数

が増加するとともに、土地の売却についても

取り組んだ結果、営業収益は326億80百万円

（前期比38.8%増）、営業利益は52億28百万

円（同16.1%増）となりました。

その他の事業においては、テナントからの

請負工事収入は増加したものの、連結子会社

を１社清算したことなどにより営業収益は135

億24百万円（前期比3.1%減）、営業利益は9億

51百万円（同5.0%減）となりました。

以上の結果、2007年3月期の営業収益は

1,282億15百万円（前期比15.7%増）、営業

利益は250億91百万円（同15.5%増）、経常

利益は229億38百万円（同25.0%増）、当期純

利益は129億95百万円（同14.0%増）となり、

いずれも過去最高となりました。

経営環境の分析及び中長期的な経営戦略

景気の回復を背景に、全国の公示地価が16

年ぶりに上昇に転じるなど、不動産市況は好
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への足がかりとなるであろう一大プロジェクト

であります。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
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日本エリアでも開発案件を積み上げつつあり
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将来の開発のための種地となる既存ビルの
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や高まる永住志向に応える物件を供給してい

く考えです。
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の敷地を取得し、新たな不動産ファンドも組成

しました。今後、これらの社宅の敷地は、当社

6
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グループの事業拡大のための種地として活用し
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7

また、ＣＳＲ（企業の社会的責任）への取り組

みとしてＣＳＲ推進室やＣＳＲ委員会を設置する

など、体制の整備を進めてきました。2006年

7月には、これまで以上にＣＳＲ経営を徹底し、

組織全体の意識を高め、取り組みを加速して

いくために「ＮＴＴ都市開発ＣＳＲ基本方針」を

策定しています。また、屋上・壁面の緑化や省

資源、廃棄物削減などにも積極的に取り組み、

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、今後もさらなる事業の発展に努める

とともに、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、グループ一丸となって全

力を尽くしてまいります。

2007年8月

代表取締役社長

三ツ村　正規
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Special Features NTT都市開発の街づくり

Moving Higher:

Floor by Floor 2nd Floor 2006

3rd Floor 2007

1st Floor 1999

当社は、1986年1月にNTTの保有不動産の有効活用を目的にNTTの

100%子会社として設立されました。設立時にNTTから現物出資によって

取得した低簿価の都内8ヵ所の土地をはじめ、好立地の事業所跡地や遊休

地に、電電公社以来の開発ノウハウを活かしてオフィスビルや商業施設、

住宅施設を建設し、事業基盤を築いてきました。

1987年の会社設立後第1号の竣工物件である「アーバンネット麹町ビル」

を皮切りに、1990年には当社のフラッグシップである「アーバンネット

大手町ビル」、続いて「大手町ファーストスクエア」（ウェストタワー1992年

竣工、イーストタワー1997年竣工）と、大規模なオフィスビル開発を東京・

大手町で行いました。大手町地区が、当社の設立以来のコアエリアともい

うべきエリアとなっているゆえんです。さらに、1996年には「東京オペラ

シティ」を竣工。劇場・商業施設一体の複合開発を手掛けたことで、さまざま

な人々が集まる街づくりのノウハウを蓄積し、より一層幅広い不動産開発が

できる企業へと発展しました。

この「ファーストフロア」において、当社の連結営業収益の約7割を占める

主力事業というべき不動産賃貸事業の基盤を築きました。1999年3月

までの開発件数は累計で約70件、建物延床面積は約150万m2となって

います。

1999年4月には、当社と同様の目的・手法で設立された全国5ヵ所のNTTグループ不動産会社と合併し、全国規模の不動産

会社へと大きく成長するとともに、全国ネットワークを構築しました。

また「セカンドフロア」では、マンションの分譲事業へ参入しました。会社設立時にNTTから取得した土地の開発が一巡したこ

ともあり、分譲事業を新たな「成長の柱」と位置付け、2001年から事業を開始。NTTグループ唯一の総合不動産会社として、

コンサルティングを実施することでNTTグループが保有する優良物件に対するアクセスを十分活用し、着実に事業規模を拡大し

ています。NTTの社宅跡地の活用、市場からの土地購入、他社との共同事業など多様な開発手法を駆使した分譲事業を手掛け

ていきました。そして、分譲事業の核として高品質マンション「WELLITH（ウェリス）」のコンセプトをまとめあげました。これは、

「永住性の配慮」「快適な生活空間」「環境創造」「先進の情報技術」「安全・安心」「確かな管理」を特色としており、当社の

コーポレートスローガンである、「人」「街」「自然」が調和する「まちづくり」を実践するものです。

不動産賃貸事業の開発案件としては、2003年には、買い替え特例を活用した「アーバンネット伏見ビル」、定期借地方式を

活用した「アーバンネット茅場兜ビル」「アーバンネット博多ビル」が竣工しました。また、現物出資を受けた土地については、

2004年10月竣工の「アーバンネット札幌ビル」、2005年9月竣工の「アーバンネット名古屋ビル」までで、事業化可能物件が

ほぼ終了しました。2006年3月には、東京都から入札により土地を取得し、不動産証券化のスキームを採用し開発した大規模

プロジェクト「秋葉原UDX」がグランドオープンしました。

当社は、こうした開発実績に基づいて、さらなる成長を目指し、積極的な

投資を行っています。2009年には、当社の目指す姿を象徴する2つの

プロジェクトが竣工する計画です。

1つ目は「京都プロジェクト」（仮称）です。2006年4月に当社単独で、京都

市・四条烏丸に開発用地を114億円で取得しました。京都を代表するビジネ

スエリアと商業エリアが交差する好立地を活かして、オフィスと商業のコン

プレックスによる新しい都市空間を提案する計画です。「人」と「街」と「自然」

の調和を目指す当社のこだわりを随所に盛り込み、京都の街の伝統や歴史

を継承しながら、未来につながる先進性を併せ持った景観デザインを表現

します。四季の表情が豊かな京都の自然環境との調和と都市としての快適性

を追求した設計を実現させます。また、商業スペースでは、「上質・洗練」を

テーマに「本物」のファッションアイテムを厳選して取り揃えた店舗を中心に、

全館の感性を統一、高感度なファッションを提案し、新たな京都のシンボル

として、これからの京都を生きる大人のための都市空間を提案します。

一方、東京大手町で手掛ける「大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業

（第一次再開発事業）」は、大手町合同庁舎1・2号館跡地で、オフィスビル、

国際カンファレンスセンター、商業施設などの複合施設を建設（2007年4月

着工、2009年3月竣工予定）し、竣工後、参加地権者が移転する連鎖型再

開発の第一次事業です。連鎖型再開発は、「国際ビジネス拠点の再生」を目

指し、エリア内の事業活動を中断、停滞させることなく、計画的、段階的に

更新する成熟市場における大型再開発であり、都市空間の再生モデルの先

駆的事例となることが期待されています。連鎖型再開発では、参加地権者が

移転した後、その参加地権者ビルの跡地を次の建替え用地として順次、連続

的に街区更新を進めていきます。当社は、大手町合同庁舎1・2号館跡地を

当初の種地として、再開発に合わせて、順次、連鎖的に周辺の土地との交換

を行いながら、種地を保有し、連鎖型再開発を下支えする土地保有事業に

おいて、中心的な役割を果たす(有)大手町開発に対して、匿名組合出資を

実施しています。また、「大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次

再開発事業）」では、事業パートナーとして、約300億円の投資を見込んで

います。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、

今後も周辺エリアの再開発を含めて、大手町地区での再開発事業に積極的

に関与していく方針です。

このほか、「大阪駅北地区先行開発区域A・B・Cブロック」の開発事業者に

指定されています。さらに将来の開発の種地として、築年数の経過した

オフィスビルの取得も積極的に行っています。NTT都市開発の積極的な

不動産開発事業にご期待ください。

~

~

NTTから現物出資を受けた不動産を開発し、事業基盤を確立

マンション分譲事業の開始と多様な手法を用いた不動産賃貸事業の拡大

将来の成長を目指し積極的な不動産開発を実施

8 9 10

大手町ファーストスクエア

秋葉原UDX

アーバンネット名古屋ビル

ザ・諏訪山レジデンス

グランウェリス哲学堂公園

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業

大阪駅北地区
先行開発区域

開発プロジェクト

東京オペラシティ

Photo: Koji Okumura
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おいて、中心的な役割を果たす(有)大手町開発に対して、匿名組合出資を

実施しています。また、「大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次

再開発事業）」では、事業パートナーとして、約300億円の投資を見込んで

います。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、

今後も周辺エリアの再開発を含めて、大手町地区での再開発事業に積極的

に関与していく方針です。

このほか、「大阪駅北地区先行開発区域A・B・Cブロック」の開発事業者に

指定されています。さらに将来の開発の種地として、築年数の経過した

オフィスビルの取得も積極的に行っています。NTT都市開発の積極的な

不動産開発事業にご期待ください。

~

~

NTTから現物出資を受けた不動産を開発し、事業基盤を確立

マンション分譲事業の開始と多様な手法を用いた不動産賃貸事業の拡大

将来の成長を目指し積極的な不動産開発を実施
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Otemachi:
Our Home Ground

Our

Next
Floors

私たちのノウハウを加え
新しい街づくりを提案します。

NTT都市開発は、「人」と「街」と「自然」が調和する、快適空間を創造し続けることを企業テーマと

しています。

街をつくる「人」、人にエネルギーを与える「街」、そして人と街にやすらぎを与える「自然」。この3つの

ファクターが調和した時、NTT都市開発の理想的な街づくり、環境づくりは実現します。

私たちは、コーポレートスローガンである“Ｗｅ create harmony.”のもと、常に時代の変化を

読み取り、柔軟な開発思想、高い建築品質、情報インフラなどの先端技術で「人」「街」「自然」が

互いに調和し、美しいハーモニーを奏でる快適な都市空間づくりを目指します。

さらに、私たちは、新しい都市空間づくりにおいて、その街で暮らす人たちが今まで蓄積してきた時間、

歴史というものの連続性を重視し、都市の歴史を継承することにも注力しています。日本人が大切にし

てきた「自然」と寄り添いながら暮らす生活の知恵に新しい工夫を加えて提案しています。

新しい街に集い、働き、暮らす人たちに街の歴史を伝え、新しい街づくりに活かすことで、「人」と「街」

と「自然」が調和する街づくりが実現できると私たちは考えています。

11 12 13

京都プロジェクト（仮称）

京都プロジェクト（仮称）は、商業エリアとオフィスエリアの交差

する四条烏丸に位置しています。銀行再編などにより生まれた施設

や空間に、商業施設や店舗が相次いで出現し、ホテルや高級ブラン

ド店の集積が進みつつあり、新たな商業エリアとして注目を集めて

います。

都市に生きる記憶、歴史の継承と新たな街の活性化

NTT都市開発は、この注目のエリアに、日本だけでなく、アジアや

世界を代表する古都である京都という都市に生き続ける記憶を活か

した歴史の継承と、新たな街の活性化という相反するテーマの両立

を目指した空間をつくります。街並みの歴史やイメージを継承しなが

ら、未来につながる先進的なデザインを導入します。

四季の自然を愉しみ、伝統の知恵で快適な空間

京都の人々は、四季の自然と寄り添い、自然の恵みや季節の移り

変わりを愉しむ生活を続けてきました。「京都プロジェクト」（仮称）で

は、先人たちが育んできた伝統の知恵を活かして、先進の技術で環

境への負荷をできるだけ少なくする工夫や減らす試みによる快適な

空間をつくります。

ハイグレードオフィスと洗練された大人のための商業施設

最先端のセキュリティ、情報通信インフラ、空調設備などを備えた

ハイグレードなオフィス空間と、洗練された大人のための商業施設を

複合させたビルを誕生させます。京都に生きる大人の好奇心を刺激

する、ファッション、アート、カルチャーを取り揃えた、「洗練された

大人の街・上質の館」を提案します。

Kyoto:
Our Sublime Location

国際交流拠点の再構築

●国際カンファレンスセンター機能の再整備

●情報交流発信機能整備による相乗効果

都市基盤の再構築

●地上・地下の歩行者ネットワークの整備

環境への貢献

●地域冷暖房施設の整備、中水道の利用等エネルギー消費の合理化

●屋上緑化、壁面緑化等地表の熱環境の集中改善

周辺地区との連携

●地区特性を踏まえた地域との連携による周辺地区の活性化への寄与

大手町地区の現況

大手町は日本のビジネスの中心として、金融・情報通信・メディアな

どの大企業の本社機能が集積し、日本経済の中枢的機能を担ってき

ました。一方で、長期間休みなく活動を続けてきたため、建物の老朽

化が進み、都市機能の更新・土地の高度利用の必要性が叫ばれてきま

した。しかし、24時間稼動型企業の仮移転を伴う建物の建替えは困

難であり、機能更新は進まず、今日では築30年以上の建物が7割を超

えています。

連鎖型再開発による解決

大手町地区が抱えるこうした問題の打開策として、行政・地権者を

中心に、大手町合同庁舎1、2号館跡地を種地とした連鎖型再開発の

手法が考案されました。

大手町の開発事業では、区画整理事業の換地の手法を用い場所を

変えながら複数回にわたり種地として活用し、地域内の事業活動を

中断、停滞させることなく、開発エリア全体を計画的、段階的に更新

します。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業は、この連鎖型再開発

の第一弾となるプロジェクトであり、NTT都市開発は、日本経済を先

導する「グローバルビジネス戦略拠点」の再生に参画しています。

開発プロジェクト及び施設の特徴

この再開発プロジェクトでは、先端ビジネス地域にふさわしい国際

交流拠点・都市基盤の再構築をはじめ、環境への貢献、働く人・訪れ

る人が「憩い」や「うるおい」を感じられる配慮など、多様で個性的な

都市活動の場を散りばめた、魅力的な都市を誕生させます。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）
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中心に、大手町合同庁舎1、2号館跡地を種地とした連鎖型再開発の

手法が考案されました。

大手町の開発事業では、区画整理事業の換地の手法を用い場所を

変えながら複数回にわたり種地として活用し、地域内の事業活動を

中断、停滞させることなく、開発エリア全体を計画的、段階的に更新

します。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業は、この連鎖型再開発

の第一弾となるプロジェクトであり、NTT都市開発は、日本経済を先

導する「グローバルビジネス戦略拠点」の再生に参画しています。

開発プロジェクト及び施設の特徴

この再開発プロジェクトでは、先端ビジネス地域にふさわしい国際

交流拠点・都市基盤の再構築をはじめ、環境への貢献、働く人・訪れ

る人が「憩い」や「うるおい」を感じられる配慮など、多様で個性的な

都市活動の場を散りばめた、魅力的な都市を誕生させます。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）
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Our Home Ground
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私たちのノウハウを加え
新しい街づくりを提案します。

NTT都市開発は、「人」と「街」と「自然」が調和する、快適空間を創造し続けることを企業テーマと

しています。

街をつくる「人」、人にエネルギーを与える「街」、そして人と街にやすらぎを与える「自然」。この3つの

ファクターが調和した時、NTT都市開発の理想的な街づくり、環境づくりは実現します。

私たちは、コーポレートスローガンである“Ｗｅ create harmony.”のもと、常に時代の変化を

読み取り、柔軟な開発思想、高い建築品質、情報インフラなどの先端技術で「人」「街」「自然」が

互いに調和し、美しいハーモニーを奏でる快適な都市空間づくりを目指します。

さらに、私たちは、新しい都市空間づくりにおいて、その街で暮らす人たちが今まで蓄積してきた時間、

歴史というものの連続性を重視し、都市の歴史を継承することにも注力しています。日本人が大切にし

てきた「自然」と寄り添いながら暮らす生活の知恵に新しい工夫を加えて提案しています。

新しい街に集い、働き、暮らす人たちに街の歴史を伝え、新しい街づくりに活かすことで、「人」と「街」

と「自然」が調和する街づくりが実現できると私たちは考えています。
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京都プロジェクト（仮称）

京都プロジェクト（仮称）は、商業エリアとオフィスエリアの交差

する四条烏丸に位置しています。銀行再編などにより生まれた施設

や空間に、商業施設や店舗が相次いで出現し、ホテルや高級ブラン

ド店の集積が進みつつあり、新たな商業エリアとして注目を集めて

います。

都市に生きる記憶、歴史の継承と新たな街の活性化

NTT都市開発は、この注目のエリアに、日本だけでなく、アジアや

世界を代表する古都である京都という都市に生き続ける記憶を活か

した歴史の継承と、新たな街の活性化という相反するテーマの両立

を目指した空間をつくります。街並みの歴史やイメージを継承しなが

ら、未来につながる先進的なデザインを導入します。

四季の自然を愉しみ、伝統の知恵で快適な空間

京都の人々は、四季の自然と寄り添い、自然の恵みや季節の移り

変わりを愉しむ生活を続けてきました。「京都プロジェクト」（仮称）で

は、先人たちが育んできた伝統の知恵を活かして、先進の技術で環

境への負荷をできるだけ少なくする工夫や減らす試みによる快適な

空間をつくります。

ハイグレードオフィスと洗練された大人のための商業施設

最先端のセキュリティ、情報通信インフラ、空調設備などを備えた

ハイグレードなオフィス空間と、洗練された大人のための商業施設を

複合させたビルを誕生させます。京都に生きる大人の好奇心を刺激

する、ファッション、アート、カルチャーを取り揃えた、「洗練された

大人の街・上質の館」を提案します。

Kyoto:
Our Sublime Location

国際交流拠点の再構築

●国際カンファレンスセンター機能の再整備

●情報交流発信機能整備による相乗効果

都市基盤の再構築

●地上・地下の歩行者ネットワークの整備

環境への貢献

●地域冷暖房施設の整備、中水道の利用等エネルギー消費の合理化

●屋上緑化、壁面緑化等地表の熱環境の集中改善

周辺地区との連携

●地区特性を踏まえた地域との連携による周辺地区の活性化への寄与

大手町地区の現況

大手町は日本のビジネスの中心として、金融・情報通信・メディアな

どの大企業の本社機能が集積し、日本経済の中枢的機能を担ってき

ました。一方で、長期間休みなく活動を続けてきたため、建物の老朽

化が進み、都市機能の更新・土地の高度利用の必要性が叫ばれてきま

した。しかし、24時間稼動型企業の仮移転を伴う建物の建替えは困

難であり、機能更新は進まず、今日では築30年以上の建物が7割を超

えています。

連鎖型再開発による解決

大手町地区が抱えるこうした問題の打開策として、行政・地権者を

中心に、大手町合同庁舎1、2号館跡地を種地とした連鎖型再開発の

手法が考案されました。

大手町の開発事業では、区画整理事業の換地の手法を用い場所を

変えながら複数回にわたり種地として活用し、地域内の事業活動を

中断、停滞させることなく、開発エリア全体を計画的、段階的に更新

します。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業は、この連鎖型再開発

の第一弾となるプロジェクトであり、NTT都市開発は、日本経済を先

導する「グローバルビジネス戦略拠点」の再生に参画しています。

開発プロジェクト及び施設の特徴

この再開発プロジェクトでは、先端ビジネス地域にふさわしい国際

交流拠点・都市基盤の再構築をはじめ、環境への貢献、働く人・訪れ

る人が「憩い」や「うるおい」を感じられる配慮など、多様で個性的な

都市活動の場を散りばめた、魅力的な都市を誕生させます。

大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）
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2007年3月期の事業概況

2007年3月期の概況及び業績

日本経済は、企業収益が好調に推移する中、設備投資は堅調に増加しており、また、雇用

情勢は改善に広がりが見られ、個人消費は底堅く推移するなど、景気は引き続き緩やかに

拡大を続けています。

そうした中で、賃貸オフィスビル市場は、好調な企業収益を背景にオフィス需要が拡大し、

特に、東京都心部では大型優良ビルの空室がほとんどない状況が続いており、賃料の上昇

傾向が顕著となっています。

マンション分譲市場については、いわゆる団塊ジュニア層やシニア世代などの需要に支

えられ、概ね良好な販売状況が続いています。一方、地価の上昇などに伴い、マンション分

譲価格については上昇基調が明らかとなり、エリアや商品企画などによっては物件の選別

化傾向も見られるようになっています。

こうした中、2007年3月に発表された公示地価において、全国平均では、堅調なオフィ

スビル需要・住宅需要を背景に、商業地と住宅地のいずれについても16年ぶりに上昇に転

じました。しかし、全国の調査地点の過半で下落基調は続いており、大都市圏と地方圏と

の間で二極化傾向が進んでいるといえます。

このような事業環境の中、当社は既存ビルの賃料改定など営業収益の拡大に積極的に取

り組みました。この結果、2007年3月期は、営業収益1,282億15百万円（前期比173億

82百万円増）、営業利益250億91百万円（同33億74百万円増）、経常利益229億38百

万円（同45億91百万円増）、当期純利益129億95百万円（同15億94百万円増）とそれぞ

れ過去最高となる増収増益を達成しました。
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2007年3月期の不動産賃貸事業は、秋葉原

UDX(千代田区）のサブリースによる収益寄与や

アーバンネット名古屋ビル（名古屋市）の通期稼

動による増収に加え、好調なオフィスビル市況を

受けた賃料改定などにより、既存ビルについて

も収益を増加させることができました。この結果、

営業収益は853億12百万円（前期比78億23百万

円増）、営業利益231億84百万円（同34億11百

万円増）となりました。

また、将来の成長に向けて、再開発用地の取得

に積極的に取り組み、2006年4月には京都四条

烏丸で、商業エリアとビジネスエリアが交差する

好立地に土地・建物を取得しました。また、UD

御堂筋ビル※（大阪市）は持分を追加取得し、併せ

てその隣地についても取得しています。

※UD御堂筋ビルは、2006年12月1日付で「UD兼松ビル」

より名称変更しています。

なお、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）を重視しています。当期のNOIは、前期

に比べ31億50百万円増加の503億87百万円と

なり、順調に増加しています。

（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）

不動産賃貸事業
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主要ビル別NOI
百万円

ビル名 所在地 主要用途 2006年3月期 2007年3月期

アーバンネット大手町ビル 東京都千代田区 オフィス 5,087 5,507

大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 オフィス 4,739 4,508

NTT幕張ビル 千葉市美浜区 オフィス 2,007 2,220

グランパーク 東京都港区 オフィス 4,075 4,051

シーバンスN館 東京都港区 オフィス 2,521 2,644

東京オペラシティ 東京都新宿区 オフィス 1,522 1,676

アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 オフィス 977 1,054

アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 オフィス 462 487

名古屋三越O・Sセンター 名古屋市北区 その他 392 388

アーバンネットCSビル 名古屋市中区 オフィス 327 349

アーバンネット静岡ビル 静岡県静岡市 オフィス 335 314

アーバンネット静岡追手町ビル 静岡県静岡市 オフィス 375 387

アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 オフィス 86 107

アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 オフィス 448 426

アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス 760 2,464

NTT大阪中央ビル 大阪市中央区 オフィス 441 431

アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 オフィス 530 443

アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 オフィス 344 336

アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 オフィス 444 452

アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 オフィス 465 416

アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 オフィス 357 362

NTTクレド基町ビル 広島市中区 商業 3,696 3,849

NTTクレド白島ビル 広島市中区 オフィス 827 842

NTTクレド岡山ビル 岡山県岡山市 オフィス 531 567

NTT－Tビル 福岡市中央区 商業 2,044 2,149

NTT－KFビル 福岡市中央区 オフィス 313 319

アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 オフィス 231 223

エムズ大通ビル 札幌市中央区 オフィス 427 426

エムズ南22条ビル 札幌市中央区 オフィス 108 111

アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 オフィス 649 796

その他の物件 計 11,701 12,069

合計 47,237 50,387

地域別・用途別NOI
百万円

2006年3月期 2007年3月期

エリア区分 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 21,555 22,389

東京都その他及び周辺都市部
28,267

4,977
1,735 29,010

5,517
1,102

地方都市部 18,969 16,475 2,493 21,377 18,837 2,539

合計 47,237 43,007 4,229 50,387 46,745 3,641

（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」を除く東京都、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。
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分譲事業のうち、マンションについては、ウェ

リスガーデン千葉みなと公園（千葉市）、ウェリス

検見川浜（千葉市）、タンタ タウン「アルボの丘」

（稲城市）、ウェリス・ジオ梅田レジデンス（大阪市）

などの物件について収益を計上しました。また、

ウェリス麻布狸穴（港区）、ウェリスシティ大森タ

ワー（大田区）、ウェリス・ジオ千里佐竹台（吹田市）、

ウェリスリビオ平野（大阪市）などの物件の販売を

行いました。また、通常のマンション分譲に加え

てファンド等への一括（一棟）売却も実施し、その

結果、当期のマンションの引渡戸数は、前期の

566 戸に対して670 戸となりました。

また、当期は、埼玉県入間市などにおいては

ハウスメーカーなどへの宅地分譲を、大田区な

どにおいては土地の一括売却をそれぞれ実施す

るなど、取得した用地の特性に合わせた土地の

売却についても取り組み、当期の宅地分譲など

の引渡数は232区画（土地の一括売却3件を含

む。）となりました。

この結果、分譲事業における2007年3月期の

営業収益は326億80百万円（前期比91億36百万

円増）、営業利益52億28百万円（同7億25百万円

増）となりました。

分譲事業における種類別・地域別の営業収益等

2006年3月期 2007年3月期

区分 戸数・区画数 収益（百万円） 戸数・区画数 収益（百万円）

マンション

引渡戸数 首都圏 429 18,422 469 18,167

その他の地域 137 5,120 201 7,531

完成在庫 16 ー 22 ー

宅地分譲等

引渡数 首都圏 ー ー 193 4,726

その他の地域 ー ー 39 2,255

完成在庫 ー ー 4 ー

住宅分譲合計

引渡数 首都圏 429 18,422 662 22,893

その他の地域 137 5,120 240 9,786

完成在庫 16 ー 26 ー

（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、少数点以下は切り捨てて表示しています。

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月期は2戸、2007年3月期は4戸含まれています。

3．2007年3月期における宅地分譲等の引渡数のうち、3件（843百万円）は土地の一括売却によるものです。また、完成在庫には、契約済未引渡しの物件

が、1区画含まれています。

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。

分譲事業
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その他の事業においては、テナントからの請

負工事収入は増加したものの、連結子会社を1社

清算したことなどにより2007年3月期の営業収

益は135億24百万円（前期比4億31百万円減）、

営業利益9億51百万円（同49百万円減）となりま

した。

その他の事業
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主要物件一覧

オフィス物件
ビジネスの創造を行う場にふさわしい、機能的で快適なオフィス空間を提供
当社の所有物件の多くは、ビジネスの拠点にふさわしい良好な立地条件にあります。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、情報通信インフラなど最新の設備

を備え、ビジネスの創造空間にふさわしい、機能的で快適なオフィス空間を提供しています。

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

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

19



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

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

グランパーク

■ 所在地／東京都港区

■ 敷地面積／14,256m2（当社所有持分）

■ 延床面積／121,774m2（当社所有持分）

■ 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

NTT幕張ビル

■ 所在地／千葉市美浜区

■ 敷地面積／40,603m2

■ 延床面積／174,717m2

■ 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
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秋葉原UDX

■ 所在地／東京都千代田区

■ 敷地面積／5,774m2（当社出資持分）

■ 延床面積／80,741m2（当社出資持分）

■ 規模／地上22階 地下3階

■ 竣工／2006年1月

■ 受賞歴／第41回SDA大賞

経済産業大臣賞
※当社の出資による特定目的会社（SPC）の所有物件であります。

アーバンネット札幌ビル

■ 所在地／札幌市中央区

■ 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
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分譲物件
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。

お客さま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。

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
ウェリス上本町ローレルタワー

■ 所在地／大阪府大阪市　

■ 規模／総戸数267戸

■ 竣工／2008年3月予定

ウェリス麻布狸穴

■ 所在地／東京都港区

■ 規模／総戸数37戸

■ 竣工／2008年2月予定

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

アーバンネット名古屋ビル

■ 所在地／名古屋市東区　

■ 敷地面積／6,002m2［952m2］

■ 延床面積／76,467m2

■ 規模／地上22階 地下3階

■ 竣工／2005年9月

■ 受賞歴／第14回「愛知まちなみ建築賞」

2006年度グッドデザイン賞
※一部借地上の物件であり、所有部分の面積を記載しております。

［ ］内は借地面積であります。

NTTクレド基町ビル

■ 所在地／広島市中区

■ 敷地面積／21,801m2

■ 延床面積／166,191m2

■ 規模／地上35階 地下2階

■ 竣工／1994年3月

NTT－Tビル
■ 所在地／福岡県中央区

■ 敷地面積／8,529m2［249m2］

■ 延床面積／64,050m2

■ 規模／地上7階 地下3階

■ 竣工／1996年9月
※一部借地上の物件であり、所有部分の面積を記載しております。

［ ］内は借地面積であります。
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CSR活動

当社は、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することを目指し

ています。2006年7月には、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、これまで以上に事業活動を通じた

CSR経営を徹底しました。また、「CSR基本方針ガイドブック」を作成・配布し、全国の支店、

全社員を対象にしたＣＳＲ研修を実施し、社員一人ひとりの意識をさらに高め、ＣＳＲ活動へ

の取り組みを加速しています。

また、気候変動による地球環境保全への取り組みとして、「屋上栽培によるヒートアイランド

対策協同実証実験」「保有ビルのエネルギー消費状況の把握と消費の抑制」による、環境負

荷の低減、ビルコスト削減に取り組んでいます。

CSR活動

金融ビルにふさわしい安全・安心
2005年よりリニューアルを開始したアーバン

ネット大手町ビルでは、独自のセキュリティ対策を

強化しています。東京・大手町は、世界有数の銀行

や証券会社などが集まる国際金融街として、さらに

レベルの高いビルの機密性が求められています。

当社は、将来にわたり競争力のあるビルとして維

持し、金融業界でのNTT都市開発のブランドを発

揮し続けるため、セキュリティの強化を重点課題と

して取り組みました。

2007年8月から、1階と地下のエレベータホー

ルにセキュリティゲートを設置し、入館が認められた

人だけが、非接触式のカードを使って入館できるシ

ステムを導入しました。金融ビルにおける安全･安

心の基本は、閉鎖して機密性を高めることにあり、

これが「金融街との調和」と当社は考えました。し

かし、テナント様によっては、機密性を高めること

により、使い勝手が悪くなる場合もあります。今回

は、最上階のレストランのテナント様には個別の対

応策を講じ、利用者の不便を最小限に抑える仕組

みをつくりました。

街の景観との調和と地域の活性化支援
オフィスビルの設計は、立地条件、街の特色を

考慮し、周辺の景観と調和を図るとともに、公共

の空間や緑地を確保します。例えば、アーバンネッ

ト名古屋ビル（名古屋市東区）では、街づくりの視

点と環境への配慮を大切にしています。「緑化陶壁」

という新しいタイプの壁面緑化を開発し、“あた

たかみ”のある外観を演出しました。このビルは

2006年10月に「2006年度グッドデザイン賞（建

築・環境デザイン部門）」を、2007年2月には「愛知

まちなみ建築賞※」を受賞しました。

また、1993年に竣工したＮＴＴ幕張ビル（千葉

市美浜区）では、ビルを通じて地域の活性化を支

援しています。当ビルは千葉県企業庁の進める、

「職・住・学・遊」の複合機能を備えた未来型国際業

務都市の形成を目指した整備構想に沿って建設し

ました。

NTT幕張ビルの周辺にツツジを植え、オフィス

や近隣で働く人びとの貴重な憩いの場として、また

開花期の初夏には写真愛好家も集まる名所として

賑わっています。当社も含め、周辺にビルを持つ企

業は、「幕張新都心まちづくり協議会」に参加し、清
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掃活動や駅前に花を植える美化運動など地域貢

献活動を推進し、地域とのきずなを深めています。

また、当社では、周辺の環境整備の一環として、水

辺環境の提供やファニチャー、プランタの設置など、

訪れる人の心を和ませるためのさまざまな工夫を

凝らしているビルを建設しています。

※地域における個性豊かな街並み景観の創造や魅力と潤い

のある地域社会の実現に貢献する建築物を表彰する、愛知

県が創設した賞。

NTT幕張ビル内に保育園がオープン
2008年、竣工15周年を迎えるNTT幕張ビル

は、高度なビル機能とアメニティが凝縮しており、

働く人の快適さを追求した空間として好評を得て

います。さらに、低層棟1階には、入居テナント様が

2007年4月、保育園をオープンしました。

ビル内の店舗用に設計した230m2の空間を有

効利用し、海浜幕張地区のマンションに増えてい

る30代の共働き世帯をターゲットにした、保育園

です。

ビルのテナント様で、千葉県内に保育園を展開

する「リトルガーデン」が施設を運営し、幕張新都心

まちづくり協議会を通じて千葉県の理解を得て、開

設しました。幼児を対象としたインターナショナル

スクールを併設したこともあり、募集と同時に定員

になるなど人気を集めました。今後は、ノウハウの

蓄積を進め、他のビルでの展開を視野に入れてい

ます。

住宅空間の安全・安心
住まいに対するさまざまなセキュリティ対策の

1つに、24時間体制のオンラインセキュリティシス

テムがあります。遠隔での監視により、万一の場合

は、管理室や警備会社に異状が通報され、係員が

すみやかに対応し、状況に応じて警察や消防など

に連絡するものです。

景観に配慮した美しい住居設計
住宅づくりにおいては、周辺の環境や街の景観

に配慮した質の高い外観を追求し、また、街路や

近隣の自然環境に溶け合う樹木や植栽のプランニ

ングを実施しています。例えば、東京・中野のグラン

ウェリス哲学堂公園では、中庭に四季折々の植栽

を施し、周囲の落ち着いた自然に溶け込む、低階

層住宅として建てました。また、練馬区のウェリス

光が丘公園パークハウスには、桜並木に調和させ

て敷地内にも桜の木を植樹しています。

人材育成、多様性、健康、メンタルヘルス
●個の尊重による職場づくり

当社が持続的な発展を遂げ、企業価値を高め

る原動力は、社員一人ひとりの活躍です。そのた

め当社は、社員が高い倫理観を持って健全な事業

活動を行えるよう、働きやすい環境づくりに努め

ています。

●キャリア開発支援

当社はCSR基本方針の中で、「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」を

テーマの1つとして掲げています。その一環として、

多彩な教育研修制度を用意し、社員一人ひとりが

プロフェッショナルを目指して自主的にチャレンジ

することを支援しています。

具体的には、「不動産の基礎知識」などを自学自

習するeラーニング、社外公開セミナー、通信教育

講座、Web講座など、社員の意欲と向上心を醸成

していく教育プログラムです。さらにレベルの高い

資格への挑戦を支援するため、資格取得奨励制度

を充実させています。

●多様性の尊重

当社では、社会的要請に応えるとともに、人材

の多様性を確保するため、定年後も積極的に働く

意欲のある高年齢者の再雇用を行っています。

2005年4月には、社員が安心して65歳まで働け

るように、「キャリアスタッフ制度」を導入しました。

その他にも、障害を持つ方が活躍できる職場環境

の整備や国籍を問わない人材採用の実施など、職

場の多様性づくりを進めています。

社員の主な資格取得者数
（2007年6月30日現在）（出向者含む単体）

資格名 取得者数（人）

宅地建物取引主任者 163

一級建築士 82

管理業務主任者 48

ファシリティーマネージャー 37

マンション管理士 17
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設計段階における環境配慮
建物において環境保全を実現するためには、建

物の使用期間全体で消費されるエネルギーや資

源を節減できるように、設計の段階から配慮しな

ければなりません。当社はNTTグループの「建物

グリーン設計ガイドライン」※1に立脚しつつ、建物

の省エネルギー性能を表す指標PAL※2、CEC※3

の向上など、独自の基準で環境に配慮した設計を

推進しています。

※1 建物グリーン設計ガイドライン：建物のライフサイクル全体

にわたる環境への負荷を可能な限り削減することを目的

としてＮＴＴグループとして独自に定めたもの。

※2 PAL（年間熱負荷係数）：建物の断熱性を表す数値。

※3 CEC（エネルギー消費係数）：建物内の各種設備が1年間

に消費するエネルギー量を、一定の基準で算出したエネ

ルギー消費量で割った数値。

環境保全活動

開発・設計・建設・廃棄における環境保全活動
当社は、建物・設備の企画・開発・設計から建設、

改修、撤去までを踏まえた事業プロセスにおいて、

全社的に環境保全に取り組んでいます。

7
Concepts

1. 建物の長寿命化
●フレキシビリティの確保

●メンテナビリティの重視

●リニューアルへの配慮

●耐久性の向上 2. ハロン・フロンの使用抑制
●ハロン・特定フロン使用設備の廃止

●フロン使用材料の排除

7. 廃棄物発生量の削減
●運用段階での余剰材・廃棄物の発生量を削減

●廃棄処分時の環境への負荷を考慮して

　建築材料を選定

3. 有害物質の使用抑制・撤廃
●有害物質の使用抑制・撤廃

●有害物質の処分管理徹底

6. 再使用・再生利用の促進
●発生副産物の再使用・再生利用の拡大

●再使用・再生利用材料の利用拡大

4. 省資源及び省エネルギー
●建設時の省資源及び省エネルギー

●運用時のエネルギー消費量低減

●自然エネルギーの有効利用

●エネルギー利用の高効率化

5. 地球環境への対応
●敷地等の環境特性の把握・分析

●地球環境への環境負荷を削減

NTTグループ建物グリーン設計ガイドラインの7つのコンセプト

●社員の健康、メンタルヘルス

社員が心身ともに健康で生き生きとして活躍して

いくためには、社員の健康管理を会社が支援する

ことが重要です。全社員を対象に人間ドックを年1

回実施し、社員の健康の維持向上を支えるととも

に、日常的な心身の健康管理のためのメンタルヘ

ルス問診、月１回の産業医による健康相談を実施

し、気軽に相談できる場を設けています。また、長

時間の時間外勤務者を対象とした産業医との面談

の実施、さらには、社員の生活支援策の一環として、

ライフデザイン研修を実施するなど、さまざまな社

員をサポートする制度を拡充しています。
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●長寿命住宅の設計

建物においては、柱・梁・床などの骨組には問

題がないにもかかわらず、居住者のニーズの変化

などを理由に、解体によって多くの無駄が生じてい

ます。こうした現状に対応するため、長寿命住宅の

設計として、躯体部分（スケルトン）と内装や設備（イ

ンフィル）とを分離した、SI（スケルトン・インフィル）

住宅を採用しています。これは壁・床・梁などの躯体

部分は約100年の耐久性を持つコンクリートの単

純な箱とし、内装や設備は家族構成の変化などに

応じて自由に変更できるようにした設計です。

●省エネ性と耐久性に優れた湿式外断熱工法

コンクリートの外側を断熱材で覆う「外断熱工

法」を採用しています。熱伝導率の低い外断熱材

につつまれたコンクリートは外気温や日射に影響

されにくく、冬でも夏でも適温を維持しやすく、省

エネ効果が期待できます。

賃貸ビル運用における環境保全活動
当社は全国の主要都市でオフィスビルの管理・

運用を行っています。こうした既存ビルについても、

環境保全を目的にさまざまな設備やシステムを導

入しています。

●ヒートアイランド緩和への取り組み

近年、問題になってきた都市部のヒートアイラン

ド現象に関して、当社は、ビルの屋上緑化や壁面緑

化、敷地内の自然被膜化、人工排熱削減などさま

ざまな対策を講じています。その中で、当社が進め

ている新しい試みがサツマイモの水気耕栽培シス

テムによる屋上緑化です。本システムは、2006年、

当社が運営する「アーバンネット三田ビル」（東京都

港区）において、NTTファシリティーズと共同で実

証実験を実施し、サツマイモで緑化している区域は、

そうでない区域に比べ、屋根表面温度が最大で

27度低下することや、サツマイモの蒸散作用により、

太陽からの正味放射量（太陽エネルギー）の80%

が吸収されるなど、ヒートアイランド緩和対策として

高い効果が確認されました。

このような実証実験の結果を踏まえ、ヒートアイ

ランド緩和対策として、自社所有ビルへの展開を検

討し、2007年春からは、「アーバンネット上名古屋

ビル」や「パセーラ（基町クレド）」においても本シス

テムを展開しています。

また、「アーバンネット三田ビル」においてはエリ

アを拡大し、本システムによるサツマイモ栽培を展

開するとともに、定植や収穫祭などのイベントを通

じて、テナント等の方々とのコミュニケーションの

場としても活用していきます。

●排水再利用施設の導入

当社の運営する既存ビルの中には、土壌菌で水

と炭酸ガスに分解する「バイオ処理方式」により、

従来は公共下水道に廃棄していた処理水を再利用

し、環境汚染の低減及び水道費の節減(節水)が実

現できるシステムを導入しているビルがあります。

このシステムは、汚泥をほとんど発生せず、脱水処

理なども不要なためメンテナンスも簡単です。

サツマイモの水気耕栽培システム

サツマイモによる屋上緑化の例
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コーポレート・ガバナンスの状況

1. コーポレート・ガバナンスに関する
1. 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1

つであると認識しており、株主の皆さまをはじめ、

お客さま、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（説明責任）を充実させ、

リスクマネジメントやコンプライアンスの徹底、企

業倫理の確立にも配意し、経営効率を向上させて

いくことを基本的な考え方としております。

2. コーポレート・ガバナンスに関する
2. 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、意思決定の透明性を高めるため

常勤監査役が出席しております。

2007年3月期末における取締役会は、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、2007年3月期は、22回開

催しました。

また、監査役会は、監査役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行い、2007年3月期は、

21回開催しました。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。

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 

経営会議 

投資検討会 

内部監査部門 
（考査室） 

Plan Do Check Action

子会社 

コ
ー
ポ
レ
ー
ト
・
ガ
バ
ナ
ン
ス

リ
ス
ク
管
理
・
内
部
統
制
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(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及び整備して、職務

を執行しております。2006年5月1日の会社法施行

に伴い、「内部統制システムの基本方針」を5月11

日の取締役会において決議し、さらに内容の充実

を図る観点から2007年3月26日の取締役会にお

いて以下のとおり改定しております。

当会社は、会社法及び会社法施行規則に基づき、

以下のとおり、当会社の業務の適正を確保するた

めの体制（以下「内部統制システム」という。）を整備

する。

ａ. 取締役及び社員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

(a) 社員就業規則等において、事業を適正かつ効

率的に運営するため、誠実に法令、規程及び

通達を遵守し、全力をあげてその職務の遂行

に専念すべき義務を定める。

(b) ＮＴＴ都市開発グループ全ての役員及び社員

は、ＮＴＴグループ企業倫理憲章に基づき、企

業倫理の強化に向けた取り組みを実施する。

(c) 企業倫理推進委員会の設置、コンプライアンス

関連規程の整備により、不法、違法行為の未

然防止を図る。

(d) 企業倫理ヘルプラインを設置し、役員及び社員

がコンプライアンスについて社内及び社外の

窓口に相談できる制度を整備する。

(e) コンプライアンス違反またはそのおそれが発

生した場合、主管部門に情報を集中させ、適切

な対応を採ることができる体制を整備する。

(f) 役員及び社員に対する継続的な啓発活動を行

うため、企業倫理研修等を実施する。

(g) 内部統制システムの整備及び運用状況につい

ての有効性評価を実施する組織として考査室

を設置し、監査レビューの実施やリスクの高い

項目については、監査を実施することにより、

有効性を評価した上、必要な改善を実施する。

(h) 適法適正な事業活動のため、法務部門による

リーガルチェックを実施するとともに、法務部

門を通じて一元的に弁護士に適法性の確認を

採る体制を整備する。

ｂ. 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

(a) 取締役の職務の執行に係る議事録等の文書そ

の他の情報は、文書管理規程等の社内規程に

従い、各主管部門において、適切に保存及び管

理を行う。

(b) 取締役及び監査役は、これらの情報を常時閲

覧できることとする。

ｃ. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

(a) 投資案件については、経営会議に先立ち、投

資検討会において投資リスク等を慎重に検討

する。

(b) リスク管理関連規程の整備等により、リスクに

対し適切な予防と対応を行う。

(c) 役員及び社員のリスク管理に対する意識を高

めるため、リスク管理研修等を実施する。

ｄ. 取締役の職務の執行が効率的に行われること

を確保するための体制

(a) 組織の構成と各組織の職務範囲を定める組織

規程及び権限の分掌を定める責任権限規程に

より、担当部門、職務権限、意思決定ルールを

明確化する。

(b) 取締役会規則を定め、原則月１回開催される

取締役会において経営に関する重要事項につ

いて、関係法規、経営判断の原則及び善良なる

管理者の注意義務等に基づき決定を行うとと

もに、定期的に職務の執行状況等について報

告する。また、経営会議規則を定め、取締役会

の下部機関として経営会議を原則週１回開催

する。

(c) 取締役会により中期経営方針及び事業計画を

策定し、月次、四半期毎に実績を業績管理して

いくことにより、職務執行の効率性を図ること

とする。

ｅ. 当該株式会社並びにその親会社及び子会社か

ら成る企業集団における業務の適正を確保する

ための体制

(a) 子会社との間で、一定の重要事項について、

当社との間で協議または報告を行わなければ

ならないものとする。

(b) 内部監査部門に定期的に子会社を視察させる

ことにより、子会社の業務に対する監督を行う。
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(c) 子会社との間で定期的に経営状況及び財務状

況の報告会を開くことにより、子会社の経営

状況及び財務状況の内容を適切に把握し、子

会社の業務の適正を確保する。

(d) 親会社及び子会社との取引についても、第三

者との取引と同等の基準により契約締結の当

否を審査し、親会社及び子会社との間の取引

の適正を確保する。

ｆ. 監査役がその職務を補助すべき社員を置くこ

とを求めた場合における当該社員に関する事項

監査役の下に監査役室を置き、監査役室に監

査役の職務を補助すべき専任の社員を常時配置

し、 監査役の職務を補助させるものとする。

ｇ. 監査役の職務を補助すべき社員の取締役から

の独立性に関する事項

(a) 監査役補助者に関する人事を決定するにあ

たっては、監査役の意見を求めることとする。

(b) 監査役補助者は専任とし、業務の執行に係る

職務と兼任させないこととする。

ｈ. 取締役及び社員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

(a) 取締役会のみならず、経営会議等の重要な会

議にも監査役を出席させ、監査役に対する報

告体制を確保する。

(b) 取締役及び社員は、職務執行等の状況に係る

以下の項目について監査役に報告する。

●会社に著しい損害を及ぼした事項及び

及ぼすおそれのある事項

●月次決算報告

●内部監査の状況

●法令、定款等に違反するおそれのある事項

●企業倫理ヘルプラインの通報状況

●上記以外のコンプライアンス上重要な事項

(c) 取締役は、考査室を通じて、内部統制システ

ムの構築、運用状況を取締役会に報告するも

のとする。

ｉ. 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

(a) 監査役は、代表取締役等との意思疎通の観点

から、四半期毎に代表取締役等との間で意見

交換会を開催する。

(b) 監査役が、弁護士、公認会計士等の外部アド

バイザーの使用を要請した場合、監査役の要

請を最大限尊重するものとする。

なお、2008年4月1日以降に開始する事業年

度から適用される金融商品取引法における内部

統制報告制度等に対応するため、2007年2月1

日に財務部内に内部統制文書化対応室を設置す

るなど準備を進めております。

また、当社におけるコンプライアンスについ

ては、これまでも、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。

また、2007年3月、内部統制システムの基本方

針の改定に際して、「リスク管理規程」を制定するこ

とにより、事業を取り巻く様々なリスクに対して的

確な管理及び実践を通じ、事業の継続と安定的発

展を確保することとしております。

リスクマネジメントの徹底にあたっては、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
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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。なお、

監査職務を円滑に執行するための体制として、監

査役補助使用人「監査役室」（スタッフ2名）を設置

しております。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、相互連係の下に監査を実施しております。

ｂ. 会計監査

当社の会計監査人でありましたみすず監査法人

（旧法人名：中央青山監査法人）は、2006年5月10

日付で金融庁より、法定監査業務の一部を2006

年7月1日から同年8月31日までの2ヶ月間停止す

る旨の業務停止処分を受けましたため、2006年7

月1日をもって当社の会計監査人としての資格を失

い退任いたしました。これに伴い、当社は、2006

年7月3日開催の監査役会の決議により、同日付で

あずさ監査法人を当社の一時会計監査人に選任い

たしました。

また、当社はみすず監査法人の行政処分に対す

る真摯な受け止め方及び当社に対するこれまでの

監査業務が適正かつ厳格に行われてきたこと、監

査の継続性等を総合的に勘案し、業務停止期間終

了後の2006年9月1日付で、同監査法人を当社の

一時会計監査人に追加選任いたしましたが、2007

年4月26日、同監査法人より、2007年6月21日開

催の第22期定時株主総会において会計監査人が

選任された時をもって当社の一時会計監査人を退

任したい旨の通知を受領いたしました。

そこで当社は、あずさ監査法人が当社業務内容

に精通していることや、監査の継続性の確保等を

勘案し、第22期定時株主総会において、あずさ監

査法人を当社の会計監査人として改めて選任いた

しました。

2007年3月期において会計監査業務を実施し

た公認会計士の氏名については次のとおりです。

●あずさ監査法人

金井沢治、貞廣篤典

（両氏ともに継続監査年数1年）

●みすず監査法人

浜田康、中村和臣

（両氏ともに継続監査年数5年）

監査業務に係る補助者の構成については次のと

おりです。

●あずさ監査法人

公認会計士1名、会計士補3名、その他11名

●みすず監査法人

公認会計士5名、会計士補5名、その他3名

②社外役員に関する事項

(i)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

2007年3月期末時点における社外役員のうち

社外取締役山本康裕及び社外監査役前川俊夫は、

NTTの使用人であり、NTTは当社の株式を

67.3%保有する親会社であります。また、社外監

査役佐藤健治は、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーショ

ンズ（株）の使用人であり、エヌ・ティ・ティ・コミュニ

ケーションズ（株）は当社と建物賃貸借契約等の

取引関係があります。

(ii)2007年3月期における主な活動状況

ａ. 取締役会及び監査役会への出席状況

取締役会（22回開催） 監査役会（21回開催）

出席回数 出席率 出席回数 出席率

取 締 役 山本　康裕 14回 63.6% － －

常勤監査役 榎　彦左エ門 18回 81.8% 17回 81.0%

常勤監査役 中野　 一 20回 90.9% 20回 95.2%

監 査 役 前川　俊夫 14回 63.6% 16回 76.2%

監 査 役 佐藤　健治 13回 59.0% 14回 66.7%
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ｂ．取締役会及び監査役会における発言状況

(a) 取締役山本康裕は、業務執行を行う経営陣か

ら独立した客観的視点で、議案及び審議等につ

き意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥

当性及び適正性を確保するための助言及び提言

を行っております。

(b) 常勤監査役榎彦左エ門は、主に経験豊富な経

営者の見地から意見を述べるなど、取締役会の

意思決定の妥当性及び適正性を確保するための

助言及び提言を行っております。また、監査役

会において、当社の健全で持続的な成長を可能

とする良質な企業統治体制の確立と運用につい

て適宜、必要な発言を行っております。

(c) 常勤監査役中野 一は、主に経験豊富な経

営者の見地から意見を述べるなど、取締役会の

意思決定の妥当性及び適正性を確保するための

助言及び提言を行っております。また、監査役

会において、当社の健全で持続的な成長を可能

とする良質な企業統治体制の確立と運用につい

て適宜、必要な発言を行っております。

(d) 監査役前川俊夫は、NTTでの豊富な経験か

ら意見を述べるなど、取締役会の意思決定の妥

当性及び適正性を確保するための助言及び提言

を行っております。また、監査役会において、

当社の健全で持続的な成長を可能とする良質な

企業統治体制の確立と運用について適宜、必要

な発言を行っております。

(e) 監査役佐藤健治は、主にNTTグループ会社

での豊富な経験から意見を述べるなど、取締役

会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するた

めの助言及び提言を行っております。また、監

査役会において、当社の健全で持続的な成長を

可能とする良質な企業統治体制の確立と運用に

ついて適宜、必要な発言を行っております。

③役員報酬の内容

取締役及び監査役の報酬等の額

区分 支給人員 支給額

取 締 役 14名 298百万円

（うち社外取締役） （1名） （ ― ）
監 査 役 4名 34百万円

（うち社外監査役） （4名） （34百万円）

合 計 18名 332百万円

（注）1. 取締役の支給額には、使用人兼務取締役の使用人分給与は含まれておりません。

2. 取締役の報酬額は、1999年4月1日開催の第15期臨時株主総会において月額3,000万円以内

（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

3. 監査役の報酬額は、旧商法第253条第1項に基づき、株主から提出された「株主総会決議事項についての会社の

提案に対する同意書」（2004年9月30日）により、月額500万円以内とする株主総会決議があったものとみなされ

ております。

4. 支給額には、以下のものも含まれております。

2007年6月21日開催の第22期定時株主総会において承認された役員賞与

取締役 14名 60百万円（うち社外取締役 1名 － ）

監査役 4名 6百万円（うち社外監査役 4名 6百万円）

2007年6月21日開催の第22期定時株主総会において承認された役員に対する役員退職慰労金のうち、当該事

業年度の職務執行に対応する部分

取締役 14名 18百万円（うち社外取締役 1名 － ）

監査役 4名 2百万円（うち社外監査役 4名 2百万円）

5. 上記のほか、当社は、2007年6月21日開催の第22期定時株主総会において退任取締役に対し退職慰労金贈呈

及び退職慰労金制度廃止に伴う打ち切り支給が決議されました。当該株主総会にて承認された役員に対する役

員退職慰労金は次のとおりであります。

取締役 14名 141百万円（うち社外取締役 1名 － ）

監査役 4名 3百万円（うち社外監査役 4名 3百万円）
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④監査報酬の内容

当社及び子会社が公認会計士法（1948年法律

第103号）第2条第1項に規定する業務に基づく報

酬として、あずさ監査法人へ支払った報酬は18百

万円であり、みすず監査法人へ支払った報酬は25

百万円であります。

また、両法人へ上記以外の業務に対して支払っ

た報酬はありません。

3. 取締役及び監査役の責任免除
当社は、取締役及び監査役が職務の遂行にあた

り期待される役割を十分に発揮できるよう、取締

役及び監査役の責任を会社法で定める範囲内に

おいて、取締役会の決議によって免除することが

できる旨を定款に定めております。

4. 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第

427条第1項の規定に基づき、同法第423条第1

項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており

ます。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、

社外取締役及び社外監査役ともに同法第425条

第１項に定める最低責任限度額としております。

5. 取締役の定数
当社の取締役は25名以内とする旨定款に定め

ております。

6. 取締役の選任の決議要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権を

行使することができる株主の議決権の3分の1以

上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を

もって行う旨定款に定めております。

7. 株主総会の特別決議要件
当社は、会社法第309条第2項に定める株主総

会の特別決議要件について、議決権を行使するこ

とができる株主の議決権の3分の1以上を有する

株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって

行う旨定款に定めております。これは、株主総会に

おける特別決議の定足数を緩和することにより、

株主総会の円滑な運営を行うことを目的とするも

のであります。

8. 自己の株式の取得に関する決定機関
当社は、自己の株式の取得について会社法第

165条第2項の規定により、取締役会の決議に

よって市場取引等により自己の株式を取得するこ

とができる旨定款に定めております。これは機動

的な資本政策の実行を目的とするものであります。
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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
営業収益

2007年3月期における営業収益は1,282億15百万円であり、前期比173億82百万円増（同15.7%

増）となりました。収益増加の主な要因は、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。

● 不動産賃貸事業

不動産賃貸事業収益は853億12百万円であり、前期比78億23百万円増（同10.1%増）となりました。

増加の主な要因は、2006年3月にグランドオープンした秋葉原ＵＤＸのサブリース実施による収益への

寄与、2005年9月竣工のアーバンネット名古屋ビルの通期稼動に加え、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において収益が増加したことがあげられます。

● 分譲事業

分譲事業収益は326億80百万円であり、前期比91億36百万円増（同38.8%増）となりました。増加

の主な要因は、マンションでは、ウェリスガーデン千葉みなと公園（千葉市）、ウェリス検見川浜（千葉市）、

タンタ タウン「アルボの丘」（稲城市）、ウェリス・ジオ梅田レジデンス（大阪市）などを収益計上し、2007

年3月期の販売引渡戸数が670戸となり、前期の566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135億24百万円であり、前期比4億31百万円減（同3.1％減）となりました。減

少の主な要因は、請負工事の受注が増加した一方、連結子会社であったジーピービル管理（株）が2006

年10月に清算を結了したことにより収益が減少したことがあげられます。

営業総利益

2007年3月期における営業原価は917億81百万円であり、前期比133億19百万円増（同17.0%増）
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となりました。増加の主な要因は、不動産賃貸事業において秋葉原ＵＤＸやアーバンネット名古屋ビル

等の新規ビルの稼動増により原価が増加したことなどによるものです。

以上の結果、2007年3月期の営業総利益は、前期比40億62百万円増（同12.6%増）の364億33百

万円となりました。

営業利益

2007年3月期の販売費及び一般管理費は113億42百万円であり、前期比6億88百万円増（同6.5%

増）となりました。

その結果、2007年3月期の営業利益は、前期比33億74百万円増（同15.5%増）の250億91百万円

となりました。

税金等調整前当期純利益

2007年3月期の特別利益は、前期に実施した「NU－1ファンド」への物件売却等による固定資産売

却益の計上がなかったことなどにより、前期比38億円減（同92.5%減）の3億6百万円となりました。

特別損失は減損損失の計上（16億25百万円）がなかったことなどにより14億32百万円、前期比18億

55百万円減（同56.4%減）となりました。

以上の結果、2007年3月期の税金等調整前当期純利益は218億12百万円、前期比26億46百万円

増（同13.8%増）となりました。

当期純利益

2007年3月期における法人税等及び法人税等調整額は88億14百万円、前期比10億53百万円増

（同13.6%増）となりました。

以上の結果、2007年3月期の当期純利益は129億95百万円、前期比15億94百万円増（同14.0%増）

となりました。
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財政状態の分析
連結貸借対照表の状況

2007年3月期末の総資産は、前期比380億56百万円増加の5,818億48百万円（同7.0%増）となり

ました。増加の主な要因は、設備投資、分譲事業におけるたな卸資産の増加等によるものです。負債合

計は、前期比286億63百万円増加の4,566億79百万円（同6.7%増）となりました。増加の主な要因は、

有利子負債が増加したことなどによるものです。純資産は、前期比94億73百万円増加の1,251億69

百万円（同8.2%増）となりました。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

2007年3月期における営業活動によるキャッシュ・フローは、前期比273億20百万円減少の△50億

76百万円となりました。税金等調整前当期純利益218億12百万円、減価償却費236億57百万円等に

よる資金の増加に対し、たな卸資産の増加422億81百万円、受入敷金保証金の減少95億14百万円等

による資金の減少があったことによるものです。

投資活動によるキャッシュ・フローは、前期比121億62百万円資金の支出が減少し、△329億95百

万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による資金の減少431億17百万円があった一方

で、UDX特定目的会社の優先出資払い戻し資金の増加が89億50百万円あったことなどによるもの

です。

財務活動によるキャッシュ・フローは、前期比113億90百万円減少の208億23百万円となりました。

これは長期借入れによる収入677億50百万円、社債の発行による収入229億84百万円等による資金

の増加に対し、短期借入金の返済による支出266億57百万円、長期借入金の返済による支出324億

57百万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、ムーディー

ズ・インベスターズ・サービス・インク及び（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Ｐ－１、a－1+、社債についてはAa3、ＡＡ－とそれぞれなっています。
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投資の概要
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た投資を実施しております。

2007年3月期の不動産賃貸事業における主な投資は、2009年竣工予定の京都四条烏丸での土地

及び建物114億88百万円の取得、大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業（第一次再開発事業）95

億95百万円の投資、ＵＤ御堂筋ビル41億67百万円の取得であります。

経営上の重要な契約等
該当する内容はありません。

事業等のリスク
不動産賃貸事業に関するリスクについて

当社は、2007年3月期における連結営業収益の64.9%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。
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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

2007年3月期の連結有利子負債残高2,930億69百万円は、そのほとんどは固定金利での調達となっ

ていますが、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、金融資本市場の不安定化、金融機関による与信制限、金融機関の

破綻、当社の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。

不動産関連法規制の制改定に関するリスクについて

当社グループの事業は、各種不動産関連法令等の規制を受けております。今後、これらの規制が制改

定された場合には、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

営業活動によるキャッシュ・フローについて

2007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218億12百

万円、減価償却費236億57百万円等による資金の増加に対し、たな卸資産の増加422億81百万円等

による資金の減少があったことにより、50億76百万円（前期比273億20百万円減）の支出となりまし

た。今後も、分譲事業における用地仕入を積極的に行うことなどにより、営業活動によるキャッシュ・フ

ローはマイナスとなる可能性があります。

2006年3月期 2007年3月期

総資産額 （百万円） 543,792 581,848

有利子負債額 （百万円） 268,942 293,069

有利子負債額／総資産額 （%） 49.5 50.4

営業収益 （百万円） 110,833 128,215

支払利息 （百万円） 3,173 3,794

支払利息／営業収益 （%） 2.9 3.0
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＜不動産賃貸事業（単体）におけるNTTグループとの取引＞

2006年3月期 2007年3月期

不動産賃貸事業収益 （百万円） 77,207 84,985

NTTグループからの収益 （百万円） 22,709 23,776

NTTグループからの収益／不動産賃貸事業 （%） 29.4 28.0

ＮＴＴ及びそのグループ会社との関係について
NTTグループ内における位置付け等について

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、自ら経営責任を負い、独立して事業経

営を行っております。ただし、重要な問題については親会社であるNTTとの話し合い、又はNTTに対

する報告を行っておりますが、当社の意思決定を妨げたり、拘束したりするものではありません。

なお、NTTの2007年3月末における持株比率は67.3%であり、同社は当社に対する会社法上の多

数株主としての権利を有しております。

ＮＴＴグループとの取引関係について

当社は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通じて

NTTグループ各社の利益を最大化することを目的としたグループ経営運営に関わる契約を締結し、そ

れに基づきグループ経営運営費の支払いを行っております。これにより、当社は各種の助言、NTTブラ

ンドの使用、グループ広報の実施等の役務及び便益の包括的な提供を受けており、とりわけNTTグルー

プの一員としてNTTブランドを使用することは、当社の信用力や信頼性の向上につながり、事業遂行上

のメリットになるものと考えております。

その他、当社は、NTTグループとの間で建物賃貸借契約を締結し賃料収入を得ておりますが、賃貸価

格の決定方法については一般の取引先と同様の条件を基本とし、近隣相場や市場価格を参考に双方協

議の上決定しております。また当社は、NTTグループから主に分譲事業用地として土地を取得しており

ますが、取得価格は、一般市場からの土地取得と同様、事業採算性等を勘案し、双方協議の上決定して

います。

なお、不動産賃貸事業におけるNTTグループとの取引状況は以下のとおりです。

ＮＴＴグループとの人的関係について

当社では、NTTグループより受け入れる社員につきましては、出向ではなく、転籍としております。ま

た、当社は、社外取締役及び社外監査役としてNTTから各１名を招聘しておりますが、その就任は当社

からの要請に基づくものであり、当社は独自の経営判断を行っております。
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千米ドル
百万円 (注記 3)

2006 2007 2007

資産
流動資産:

現金及び現金同等物（注記 7） ¥   19,503 ¥     2,255 $      19,103

定期預金及び短期投資 23 23 194

受取手形及び営業未収入金（注記 7） 6,174 6,271 53,129

貸倒引当金 （2） （1） （14）

たな卸資産（注記 4及び 7） 40,445 82,745 700,940

繰延税金資産（注記 13） 1,304 725 6,149

その他（注記 7） 3,037 2,832 23,995

流動資産合計 70,486 94,853 803,499

有形固定資産（注記 7 及び 11）:

建物及び構築物 609,280 612,506 5,188,537

機械装置及び運搬具 13,953 13,798 116,886

工具、器具及び備品 12,902 13,277 112,476

土地 76,374 101,723 861,702

建設仮勘定 307 14,083 119,303

小計 712,819 755,390 6,398,906

減価償却累計額 （302,041） （320,637） （2,716,115）

有形固定資産合計 410,777 434,753 3,682,790

投資その他の資産:

投資有価証券（注記 5） 29,768 20,422 173,000

長期前払費用 21,191 20,070 170,016

無形固定資産 1,801 1,703 14,430

繰延税金資産（注記 13） 3,449 3,301 27,965

その他（注記 5） 6,321 6,749 57,178

貸倒引当金 （5） （5） （49）

投資その他の資産合計 62,527 52,242 442,542

資産合計 ¥  543,792 ¥ 581,848 $ 4,928,832

連結財務諸表の注記を参照のこと

連結貸借対照表

2006年及び2007年3月31日現在
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千米ドル
百万円 (注記 3)

2006 2007 2007

負債及び純資産
流動負債:

短期借入金（注記 6） ¥  34,500 ¥    7,842 $     66,430

１年以内返済予定の長期借入債務（注記 6 及び 7） 39,957 35,561 301,243

支払手形及び営業未払金 13,274 21,714 183,940

未払法人税等（注記 13） 6,226 4,193 35,525

その他 17,717 26,845 227,404

流動負債合計 111,675 96,156 814,544

固定負債:

長期借入債務（注記 6 及び 7） 194,485 249,666 2,114,917

退職給付引当金（注記 8） 5,084 5,231 44,311

役員退職慰労引当金 200 203 1,723

受入敷金保証金 116,563 105,230 891,405

その他 5 191 1,621

固定負債合計 316,339 360,522 3,053,979

純資産
株主資本（注記 9 及び 19）:

資本金:

授権株式数 － 2006年2,100,000 株、2007年10,500,000 株

発行済株式数 － 2006年658,240 株、2007年3,291,200 株 48,760 48,760 413,045

資本剰余金 34,109 34,109 288,943

利益剰余金 32,299 41,925 355,150

株主資本合計 115,169 124,795 1,057,139

評価・換算差額等:

その他有価証券評価差額金 526 296 2,511

評価・換算差額等合計 526 296 2,511

少数株主持分 80 77 657

純資産合計 115,776 125,169 1,060,308

負債純資産合計 ¥543,792 ¥581,848 $4,928,832

連結財務諸表の注記を参照のこと
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千米ドル
百万円 (注記 3)

2006 2007 2007

営業収益 ¥110,833 ¥128,215 $1,086,113

営業原価 78,462 91,781 777,481

営業総利益 32,371 36,433 308,631

販売費及び一般管理費（注記 10） 10,654 11,342 96,082

営業利益 21,716 25,091 212,549

その他の収益（費用）:

受取利息 0 11 93

支払利息 （3,173） （3,794） （32,143）

持分法による投資利益 247 1,624 13,759

減損損失（注記 11及び18） （1,625） — —

その他（注記 12） 1,999 （1,119） （9,484）

（2,550） （3,278） （27,775）

税金等調整前当期純利益 19,166 21,812 184,773

法人税、住民税及び事業税（注記 13）:

当年度分 7,575 7,929 67,166

繰延税額 185 885 7,502

法人税、住民税及び事業税合計 7,760 8,814 74,669

少数株主利益 （4） 2 17

当期純利益（注記 14） ¥  11,401 ¥  12,995 $   110,086

連結財務諸表の注記を参照のこと

連結損益計算書

2006年及び2007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)

2006 2007 2007

株主資本の変動額
資本金:

資本金期首残高 ¥  48,760 ¥  48,760 $   413,045

資本金期末残高 ¥  48,760 ¥  48,760 $   413,045

資本剰余金:

資本剰余金期首残高 ¥  34,109 ¥  34,109 $   288,943

資本剰余金期末残高 ¥  34,109 ¥  34,109 $   288,943

利益剰余金:

利益剰余金期首残高 ¥  25,903 ¥  32,299 $   273,609

利益剰余金増加高:

当期純利益 11,401 12,995 110,086

利益剰余金減少高:

配当金 （4,936） （3,291） （27,879）

役員賞与 （67） （78） （666）

利益剰余金期末残高 ¥  32,299 ¥  41,925 $   355,150

株主資本合計 ¥115,169 ¥124,795 $1,057,139

評価・差額金等の変動額
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 ¥       236 ¥ 526 $ 4,460

その他有価証券評価差額金当期純変動額 290 （230） （1,948）

その他有価証券評価差額金期末残高 ¥       526 ¥ 296 $ 2,511

少数株主持分の変動額

少数株主持分期首残高 ¥         88 ¥          80 $           684

少数株主持分当期純変動額 （7） （3） （27）

少数株主持分期末残高 ¥         80 ¥          77 $           657

純資産合計 ¥115,776 ¥125,169 $1,060,308

連結財務諸表の注記を参照のこと

連結株主資本等変動計算書

2006年及び2007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)

2006 2007 2007

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 ¥ 19,166 ¥ 21,812 $ 184,773
調整項目：
減価償却費 23,828 23,657 200,402
減損損失 1,625 — —
貸倒引当金の減少額 （5） （0） （6）
退職給付引当金の増加額 413 146 1,237
受取利息及び受取配当金 （31） （55） （472）
支払利息 3,173 3,794 32,143
繰上弁済手数料 679 — —
持分法による投資利益 （247） （1,624） （13,759）
有形固定資産売却益 （4,107） （306） （2,593）
有形固定資産除却損 1,427 1,432 12,131
投資有価証券評価損 234 — —
売上債権の（増加）減少額 117 （97） （827）
社債発行費償却額 ― 7 64
たな卸資産の増加額 （25,108） （42,281） （358,165）
仕入債務の増加額 8,751 8,439 71,492
受入敷金保証金の増加（減少）額 3,211 （9,514） （80,595）
役員賞与の支払額 （67） （78） （666）
その他 （4,096） 1,598 13,542
小計 28,965 6,930 58,704

利息及び配当金の受取額 67 1,561 13,225
利息の支払額 （3,234） （3,575） （30,285）
繰上弁済手数料の支払額 （679） — —
法人税等の支払額 （2,875） （9,992） （84,649）

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,243 （5,076） （43,005）
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） — —
有形固定資産の取得による支出 （43,936） （43,117） （365,248）
有形固定資産の売却による収入 8,128 1,068 9,052
投資有価証券の取得による支出 （9,196） （6） （55）
投資有価証券の売却による収入 1 125 1,066
投資有価証券の払戻による収入 ― 8,950 75,815
その他 （151） （15） （133）

投資活動によるキャッシュ・フロー （45,157） （32,995） （279,502）
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 24,500 （26,657） （225,818）
長期借入れによる収入 62,940 67,750 573,909
長期借入金の返済による支出 （45,282） （32,457） （274,944）
社債の発行による収入 ― 22,984 194,700
社債の償還による支出 （5,000） （7,500） （63,532）
配当金の支払額 （4,931） （3,290） （27,875）
少数株主への配当金の支払額 （11） （5） （45）
財務活動によるキャッシュ・フロー 32,214 20,823 176,394

現金及び現金同等物の純増加（減少）額 9,300 （17,248） （146,113）
現金及び現金同等物の期首残高 10,203 19,503 165,217
現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 19,503 ¥   2,255 $   19,103

連結財務諸表の注記を参照のこと

連結キャッシュ・フロー計算書

2006年及び2007年3月31日に終了した各会計年度



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。

2006年及び2007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。

2006 2007

エヌ・ティ・ティ北海道エスパス（株） エヌ・ティ・ティ北海道エスパス（株）

（株）大手町ファーストスクエア （株）大手町ファーストスクエア

ジーピービル管理（株） —

エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス（株） エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス（株）

（株）ノックストゥエンティワン （株）ノックストゥエンティワン

ディ・エヌ・フード（株） ディ・エヌ・フード（株）

基町パーキングアクセス（株） 基町パーキングアクセス（株）

－ NTT都市開発西日本BS（株）

－ UDファンド特定目的会社

－ 合同会社NU－3を営業者とする匿名組合
－ 合同会社NU－4を営業者とする匿名組合

NTT都市開発西日本BS（株）、UDファンド特定目的会社の2社及び合同会社NU－3を営業者とする匿名組合、合同会社NU－4を
営業者とする匿名組合について、当連結会計年度より連結子会社に含めております。また、ジーピービル管理（株）は清算したため連

結子会社の範囲から除外しております。

エヌ・ティ・ティ北海道エスパス（株）は、2007年4月1日から、NTT都市開発北海道BS（株）に商号変更しております。

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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連結財務諸表の注記



2006年及び2007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。

2006 2007

東京オペラシティビル（株） 東京オペラシティビル（株）

（株）ディ・エイチ・シー・東京 （株）ディ・エイチ・シー・東京

東京オペラシティ熱供給（株） 東京オペラシティ熱供給（株）

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

（株）クロスフィールドマネジメント （株）クロスフィールドマネジメント

－ （株）晴海四丁目まちづくり企画

（株）晴海四丁目まちづくり企画については、新たに株式を取得したことから、当連結会計年度より持分法適用関連会社に含めてお

ります。

UDファンド特定目的会社の決算日は2月28日であります。連結財務諸表の作成に当たっては同日現在の決算書を使用し、連結決算

日との間に生じた重要な取引について連結上必要な調整を行っております。また、合同会社NU－3を営業者とする匿名組合及び合同
会社NU－4を営業者とする匿名組合の決算日は1月31日であります。連結財務諸表の作成に当たっては連結決算日現在で実施した
仮決算に基づく決算書を使用しております。その他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）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純資産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。

なお、投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資については、入手可能な最近の決算書を基礎とし、持分相当額を純額

で取り込む方法によっております。

（e）固定資産の減損に係る会計基準

2006年3月31日に終了した各会計年度より、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。
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（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）社債発行費

社債発行費は、全額支出時の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計上しております。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。

（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受領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

り賃貸収入の認識がなされます。

（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

現損益は繰延べ、純資産に含めております。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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（q）利益処分

2007年3月31日に終了した会計年度より、会社法制全般について改正が行われた会社法が施行され、剰余金の分配は株主総会決

議又は一定の要件を満たす場合には取締役会決議により、随時行うことができることとなりました。

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

われていました。従って、添付の連結財務諸表のうち2006年3月31日に終了した会計年度は、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。

（r）会計処理の変更

2007年3月31日に終了した会計年度より、当社及び連結子会社は「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」を適用しております。この新会計基準を適用せず、従来の資本の部の表

示方法を適用した場合の2007年3月31日に終了した会計年度における資本の部の合計に相当する金額は、125,091百万円

（1,059,651千米ドル）であります。

なお、連結財務諸表規則の改正により、2007年3月31日に終了した会計年度における連結財務諸表の純資産の部については、改

正後の連結財務諸表規則により作成しております。また、2006年3月31日に終了した会計年度における資本の部については、2007

年3月31日に終了した会計年度の連結財務諸表の表示に合わせて純資産の部として表示の組み替えを行っております。

分譲事業に係る広告宣伝費計上時期について、当社分譲事業の拡大に伴い、分譲事業収益と広告宣伝費の適切な期間対応を図る

ため、2007年3月31日に終了した会計年度より従来の発生時から竣工引渡時に変更しております。この変更により、従来の方法に

よった場合と比較して、2007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は515百万円（4,365千米ドル）減少し、

営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は同額増加し、当期純利益は305百万円（2,588千米ドル）増加しております。

特定目的会社を利用した不動産事業に係る損益は、従来、営業外損益に計上しておりましたが、定款の一部変更を行い2007年3

月31日に終了した会計年度より同取引を営業取引として行うこととしたため、営業損益として計上する方法に変更しております（ただ

し、持分法適用会社に係る損益は、従来どおり営業外損益としております。）。この変更により、従来の方法によった場合と比較して、

2007年3月31日に終了した会計年度における営業収益は24百万円（210千米ドル）、営業総利益及び営業利益はそれぞれ22百万円

（187千米ドル）増加しておりますが、経常利益、税金等調整前当期純利益及び当期純利益に与える影響はありません。

（s）表示の組替え

前期の連結財務諸表に記載された金額の一部は、当期の表示方法に合わせて表示の組替えを行っております。

3. 米ドル金額
連結財務諸表及び注記の米ドル換算額は、2007年3月31日現在の為替相場である1米ドル＝118.05 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
2006年及び2007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

2006 2007 2007

販売用不動産 ¥     374 ¥     540 $    4,578

仕掛不動産 39,883 82,090 695,388

原材料、貯蔵品及びその他 187 114 973

合計 ¥40,445 ¥82,745 $700,940
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5. 有価証券
（a）2006年及び2007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

2006 2007 2007

取得価額：

株式 ¥   953 ¥   953 $  8,078

債券 ― — —

合計 ¥   953 ¥   953 $  8,078

帳簿価額：

株式 ¥1,841 ¥1,453 $12,313

債券 ― — —

合計 ¥1,841 ¥1,453 $12,313

未実現損益：

株式 ¥   887 ¥   499 $  4,235

債券 ― — —

合計 ¥   887 ¥   499 $  4,235

（b）2006年及び2007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

2006 2007 2007

非上場株式 ¥     317 ¥     317 $  2,692

非上場優先出資証券 100 — —

匿名組合出資金 10,168 10,139 85,891

合計 ¥10,585 ¥10,457 $88,583

（c）2006年及び2007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

2006 2007 2007

株式 ¥  1,221 ¥1,287 $10,903

優先出資証券 16,132 7,224 61,200

合計 ¥17,353 ¥8,511 $72,103

（d）2006年及び2007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

2006 2007 2007

売却額 ¥61 ¥— $—

売却益の合計 0 — —

売却損の合計 ― — —
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6. 短期借入債務及び長期借入債務
2006年及び2007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

2006 2007 2007 2006 2007

短期銀行借入金 ¥34,500 ¥7,842 $66,430 0.1% 0.7%

2006年及び2007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 2006 2007 2007

無担保社債 0.70% 2006 ¥    7,500 ¥ — $ —

無担保社債 0.80% 2007 4,300 4,300 36,425

無担保社債 0.50% 2007 5,000 5,000 42,354

無担保社債 0.90% 2008 10,000 10,000 84,709

無担保社債 1.90% 2016 ― 19,992 169,354

担保付社債 1.20% 2008 ― 3,000 25,412

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 44,252 46,866 397,001

無担保債務 0.00～2.85% 2007～2017 163,390 196,069 1,660,901

234,442 285,227 2,416,160

1年以内返済予定額控除 39,957 35,561 301,243

合計 ¥194,485 ¥249,666 $2,114,917

2007年3月31日現在の長期借入債務の返済期限は以下のように要約されます。

3月31日終了会計年度 百万円 千米ドル

2008年 ¥  35,561 $   301,243

2009年 58,190 492,933

2010年 36,979 313,254

2011年及びそれ以降 154,495 1,308,729

合計 ¥285,227 $2,416,160

7. 担保に供している資産
2006年及び2007年3月31日現在の担保に供している資産及び担保を付している債務は以下のとおりです。

（a）担保に供している資産の内容及びその金額
百万円 千米ドル

2006 2007 2007

現金及び現金同等物 ¥          ― ¥       446 $       3,784

受取手形及び営業未収入金 ― 16 138

たな卸資産 ― 13,579 115,034

その他流動資産 ― 65 555

建物及び構築物（2006年は建物） 140,239 128,648 1,089,779

土地 14,145 15,936 134,994

その他有形固定資産 ― 3 26

合計 ¥154,384 ¥158,696 $1,344,313
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（b）担保に係る債務の金額
百万円 千米ドル

2006 2007 2007

社債 ¥        ― ¥  3,000 $  25,412

1年以内返済長期借入金 24 5,104 43,235

長期借入金 44,228 41,762 353,765

合計 ¥44,252 ¥49,866 $422,414

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。

2006年及び2007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

2006 2007 2007

退職給付債務 ¥（8,688） ¥（9,487） $（80,367）

年金資産の公正価値 4,958 5,375 45,537

未積立退職給付債務 （3,730） （4,111） （34,830）

未認識数理計算上の差異 （1,358） （1,122） （9,509）

未認識過去勤務債務 3 3 27

退職給付引当金 ¥（5,084） ¥（5,231） $（44,311）

2006年及び2007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

2006 2007 2007

勤務費用 ¥ 241 ¥ 319 $ 2,710

利息費用 188 212 1,800

期待運用収益 （101） （124） （1,052）

数理計算上の差異の費用処理額 （73） （110） （935）

過去勤務債務の費用処理額 0 0 3

従業員拠出額 （15） （16） （136）

退職給付費用 ¥ 240 ¥ 282 $ 2,389

2006年及び2007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。

2006 2007

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 9.6～13.2 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
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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。2006年及び2007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937百万円及び988百万円（8,371千米ドル）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、2006年及び2007年3月31日に終了した各会計年度においては、

各々963百万円及び1,053百万円（8,927千米ドル）の利益が計上される見込みです。

9. 株主資本
会社法は、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、剰余金の配当により減少する剰余金の額の10%を

その配当原資の区分に属する準備金として積み立てることを要求しています。当社は利益剰余金の配当に係る利益準備金の積み立て

を行っており、これは利益剰余金に含まれております。2006年及び2007年3月31日現在の利益準備金の金額は、3,437百万円

（29,117千米ドル）となっております。

10. 販売費及び一般管理費
2006年及び2007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

2006 2007 2007

給与、手当及び賞与 ¥3,194 ¥3,498 $29,637

業務委託費 1,911 2,533 21,458

租税公課 1,354 1,083 9,180

移転補償費 ― 775 6,572

広告宣伝費 1,105 510 4,323

退職給付費用 203 197 1,670

役員退職慰労引当金組入額 32 38 326

11. 減損損失
2006年3月31日に終了した会計年度において、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。

百万円

主な用途 種類 場所 2006

オフィスビル 建物、土地 東京都千代田区 ¥   219

オフィスビル 土地 東京都港区 411

商業施設 建物 愛知県名古屋市 994

合計 ¥1,625

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、土地521百万円であります。

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）
2006年及び2007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

2006 2007 2007

受取配当金 ¥     30 ¥       44 $     378

受取分担金 215 39 337

固定資産受贈益 2 32 274

有形固定資産売却益 4,107 306 2,593

繰上弁済手数料 （679） — —

有形固定資産除却損 （1,427） （1,432） （12,131）

投資有価証券評価損 （234） — —

その他 （14） （110） （934）

合計 ¥1,999 ¥（1,119） $（9,484）

2006年及び2007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

2006 2007 2007

土地 ¥4,107 ¥306 $2,593

2006年及び2007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

2006 2007 2007

建物 ¥ （761） ¥ （739） $（6,261）

構築物 （7） （6） （52）

撤去費用 （475） （625） （5,295）

工具、器具及び備品 （182） （61） （522）

合計 ¥（1,427） ¥（1,432） $（12,131）

53



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、2006年及び2007年共に

40.7%でした。

2006年及び2007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

2006 2007 2007

繰延税金資産：

未払賞与損金算入限度超過額 ¥    140 ¥    155 $   1,313

未払事業税 495 376 3,188

土地評価損否認 2,918 2,455 20,800

未払不動産取得税 198 56 480

償却費否認 1,256 1,388 11,764

退職給付引当金 2,064 2,124 17,996

減損損失否認 643 626 5,307

その他 373 536 4,547

合計 8,090 7,720 65,399

繰延税金負債：

固定資産圧縮積立金 （2,925） （3,416） （28,937）

その他 （410） （277） （2,347）

合計 （3,335） （3,693） （31,284）

繰延税金資産の純額 ¥ 4,754 ¥ 4,027 $ 34,115

2006年及び2007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

2006 2007 2007

当期純利益 ¥11,401 ¥12,995 $110,086

普通株主に帰属しない金額：

利益処分による役員賞与金 78 — —

普通株主に係る当期純利益 ¥11,322 ¥12,995 $110,086

期中平均株式数 658,240株 3,291,200株

円 米ドル

2006 2007 2007

1株当たり当期純利益 ¥  17,201.07 ¥  3,948.64 $  33.44

1株当たり現金配当金 5,000 3,000 25.41

1株当たり純資産 ¥175,765.71 ¥38,007.98 $321.96
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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。

当社は2007年1月1日付で、1株につき5株の株式分割を行っております。なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における1株当たり情報は、以下のとおりとなります。

円 米ドル

2006 2006

1株当たり純資産 ¥35,153.14 ¥297.78

1株当たり当期純利益 3,440.21 29.14

15. リース取引
（ファイナンス・リース取引）

以下の金額は、現在賃貸借処理している所有権移転外ファイナンス・リース取引について、ファイナンス・リース会計を適用したと仮定

した場合に、連結貸借対照表に計上されていたであろう、2006年及び2007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

2006

減価償却
取得価額 累計額 帳簿価額

機械装置及び運搬具 ¥  80 ¥  47 ¥  33

工具、器具及び備品 524 183 340

無形固定資産 200 96 104

合計 ¥806 ¥328 ¥478

百万円 千米ドル

2007 2007

減価償却 減価償却
取得価額 累計額 帳簿価額 取得価額 累計額 帳簿価額

建物及び構築物 ¥ 3 ¥ 0 ¥ 2 $ 25 $ 6 $ 19

機械装置及び運搬具 91 62 29 772 525 246

工具、器具及び備品 895 473 421 7,581 4,010 3,571

無形固定資産 232 146 86 1,967 1,237 730

合計 ¥1,221 ¥682 ¥539 $10,347 $5,779 $4,567

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、2006年及び2007年3月31日に終了

した各会計年度において、各々170百万円、234百万円（1,985千米ドル）となっております。これらの金額は、2006年及び2007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。
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賃貸借処理しているファイナンス・リースに係る2006年及び2007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

2006 2007 2007

1年内 ¥147 ¥201 $1,704

1年超 330 338 2,863

合計 ¥478 ¥539 $4,567

（オペレーティング・リース取引）

2007年3月31日現在のオペレーティング・リース取引に係る未経過リース料は以下のとおりです。

百万円 千米ドル

2007 2007

1年内 ¥3 $26

1年超 0 4

合計 ¥3 $30

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、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。

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。

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。

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）

議決権等の所有（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（4,508千米ドル） －

期末残高 営業未払金: 6,944百万円（59,119千米ドル） 短期借入金: 20,000百万円（170,256千米ドル）

その他流動負債: 1,004百万円（8,549千米ドル） 長期借入金: 36,200百万円（308,163千米ドル）
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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。

2007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。

2007

属性 親会社の子会社 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･ファイナンス（株） エヌ･ティ･ティ･コミュニケーションズ（株）

議決権等の所有（被所有）割合 － （所有）1.4% －

取引の内容 a）販売用土地の購入 a）短期借入金

b）土地の購入 b）長期借入金 販売用土地の購入

取引金額 a）10,235百万円 a）－

（ 86,703千米ドル）

b）5,645百万円 b）8,000百万円 6,514百万円

（ 47,818千米ドル） （67,767千米ドル） （55,186千米ドル）

期末残高 営業未払金: 短期借入金: 営業未払金: 

10,100百万円 2,842百万円 6,514百万円

（85,564千米ドル） （24,075千米ドル） （55,186千米ドル）

未払金: 長期借入金:

5,383百万円 44,200百万円

（45,602千米ドル） （374,417千米ドル）

エヌ・ティ・ティ・リース（株）は、2006年7月1日に、エヌ・ティ・ティ・ファイナンス（株）に社名を変更しました。

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。

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。

2006年及び2007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

2006

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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百万円

2007

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 ¥ 85,098 ¥32,680 ¥10,436 ¥128,215 ¥ — ¥128,215

セグメント間の内部営業収益又は振替高 213 — 3,088 3,301 （3,301） —

営業収益合計 85,312 32,680 13,524 131,517 （3,301） 128,215

営業費用 62,127 27,451 12,573 102,152 971 103,124

営業利益 ¥ 23,184 ¥  5,228 ¥     951 ¥ 29,365 ¥（4,273） ¥  25,091

資産、減価償却費及び資本的支出：

資産 ¥480,612 ¥88,606 ¥  7,122 ¥576,340 ¥  5,507 ¥581,848

減価償却費 23,468 2 7 23,477 179 23,657

減損損失 — — — — — —

資本的支出 48,466 4 20 48,491 97 48,589

千米ドル

2007

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 $ 720,870 $276,832 $  88,410 $1,086,113 $           — $1,086,113

セグメント間の内部営業収益又は振替高 1,809 — 26,159 27,968 （27,968） —

営業収益合計 722,679 276,832 114,569 1,114,081 （27,968） 1,086,113

営業費用 526,283 232,540 106,506 865,330 8,233 873,563

営業利益 $ 196,395 $ 44,291 $ 8,063 $ 248,751 $（36,201） $   212,549

資産、減価償却費及び資本的支出：

資産 $4,071,258 $750,584 $  60,334 $4,882,177 $ 46,655 $4,928,832

減価償却費 198,798 20 61 198,879 1,522 200,402

減損損失 — — — — — —

資本的支出 410,559 38 176 410,774 822 411,597

2006年及び2007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、各々3,563百万円、4,273百万円（36,201千米ドル）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、

2006年及び2007年3月31日現在、各々53,761百万円、5,507百万円（46,655千米ドル）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、海外営業収益もないため、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
2007年4月17日、厚生労働省に対し、厚生年金の代行部分について過去分返上の認可申請を行いました。

2007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2007年6月21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2007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 ¥     24 $     206

当期未処分利益の減少：

期末現金配当金：

1株当たり500 円（4.23 米ドル） 1,645 13,939

固定資産圧縮積立金 （765） （6,481）
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59

独立監査人の監査報告書

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

取締役会御中

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日本円で表示された添付の、2006年3月31日現在の連結貸借

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、連結株主資本等変動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。

追記情報

注2に記載されているとおり、エヌ・ティ・ティ都市開発株式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。

みすず監査法人（前中央青山プライスウォーターハウスクーパース）

日本国、東京都

2006年6月26日

（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。
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独立監査人の監査報告書

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

取締役会御中

私どもは、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社及び連結子会社の日本円で表示された添付の、2007年3月31日現在の連結貸借対照

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、連結株主資本等変動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、私ども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。

私どもは、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、私どもに連結財務諸

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。私どもは、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。

私どもは、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2007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。

追記情報

1．注2（r）「会計処理の変更」に記載されているとおり、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社及び連結子会社は、2007年3月31日に終

了した連結会計年度より、分譲事業に係る広告宣伝費について、計上時期を費用発生時から不動産の竣工引渡し時に変更した。

2．注2（r）「会計処理の変更」に記載されているとおり、エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社及び連結子会社は、2007年3月31日に終

了した連結会計年度より、特定目的会社を利用した不動産事業に係る損益について、計上する科目を「その他の収益（費用）」から

「営業損益」へ変更した（ただし持分適用会社に係る損益を除く）。

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。

みすず監査法人 あずさ監査法人

日本国、東京都 日本国、東京都

2007年6月21日

（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。
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関係会社の状況及び支店ネットワーク

関係会社の状況（2007年3月31日現在）
資本金
又は出資金 議決権

連結子会社 (百万円) 比率（%） 事業内容

エヌ・ティ・ティ北海道エスパス（株） 札幌市中央区 50 100.0 北海道におけるNTT不動産の有効利活用及び管理
（株）大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 50 56.5 大手町ファーストスクエアビルの建物管理

エヌ・ティ・ティ都市開発ビルサービス（株） 東京都千代田区 300 100.0
当社が首都圏に所有する建物の設計、施工、工事
監理、及び管理運営等のＰＭ業務

（株）ノックストゥエンティワン 東京都港区 24 100.0 NTTグループの集会施設の運営

ディ・エヌ・フード（株） 東京都千代田区 40 100.0
東京における当社所有のビルテナントへの飲食供
給のための飲食店運営

ＮＴＴ都市開発西日本ＢＳ（株） 大阪市中央区 100 100.0
当社が西日本エリアに所有する建物の設計、施工、
工事監理、及び管理運営等のＰＭ業務

基町パーキングアクセス（株） 広島市中区 60 58.3 広島市基町地区地下道の維持管理
ＵＤファンド特定目的会社 東京都千代田区 1,400 100.0 不動産投資における投資ビークル
合同会社ＮＵ－３を営業者とする匿名組合 東京都中央区 3,800 100.0 不動産投資における投資ビークル
合同会社ＮＵ－４を営業者とする匿名組合 東京都中央区 2,100 100.0 不動産投資における投資ビークル

*ジーピービル管理（株）は2006年10月24日に清算結了いたしました。
*エヌ・ティ・ティ北海道エスパス（株）は、2007年4月1日から、NTT都市開発北海道BS（株）に商号変更しております。

持分法適用関連会社

東京オペラシティビル（株） 東京都新宿区 20 23.7 東京オペラシティビルの建物管理
（株）ディ・エイチ・シー・東京 東京都港区 200 50.0 グランパークビルへの冷暖房供給
東京オペラシティ熱供給（株） 東京都新宿区 980 36.2 東京オペラシティビルへの冷暖房供給
ユーディーエックス特定目的会社 東京都中央区 14,100 50.0 秋葉原駅前3－1街区の開発
（株）クロスフィールドマネジメント 東京都千代田区 10 38.0 秋葉原クロスフィールドの企画 ・運営

（株）晴海四丁目まちづくり企画 東京都中央区 18 36.1 
晴海四丁目地区における都市開発に関する調査、
企画業務

全国ネットワーク

関西支店
〒541-0047
大阪府大阪市中央区淡路町4-2-15 UD御堂筋ビル
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1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 NTTクレド基町ビル
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
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会社概要

（2007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 〒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 552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

役員（2007年6月21日現在）
代表取締役社長 三ツ村　正規

代表取締役常務 丹呉　昌保

常務取締役 三宅　広人 若泉　征也 村岸　公人 飼手　道彦

取締役 古賀　信博 徳永　英樹 伊藤　彰敏 奥田　孝浩 西村　善治

大澤　秀雄 篠田　智 三田　清 山本　康裕

常勤監査役 榎　彦左エ門 中野　 一 角地　 久

監査役 前川　俊夫

株式の状況（2007年3月31日現在）
株式数 会社が発行する株式の総数 10,500,000株

発行済株式の総数 3,291,200株
株主数 10,412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 2,214,815 67.30
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー 65,172 1.98
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 61,553 1.87
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 44,353 1.35
ジェーピー モルガン チェース バンク３８００８４ 36,779 1.12
シービーロンドン スタンダード ライフ アシュアランス リミテッド 35,994 1.09
メロン バンクトリーティー クライアンツ オムニバス 33,642 1.02
ステート ストリート バンク アンドトラスト カンパニー ５０５１０３ 33,453 1.02
シー エム ビー エル, エス エー リ. ミューチャル ファンド 30,433 0.92
ジェーピーエムシービー オムニバス ユーエス ペンショントリーティー ジャスデック３８００５２ 27,207 0.83

金融機関

5.8％

個人・その他（国内）

1.9％

外国法人等

24.6％

事業会社

その他法人（国内） 

67.6％

証券会社

0.2％

株式所有者別
分布状況
（出資比率）
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