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成長の軌跡 強固な財務基盤
NTTが通信関連施設の建設を通じて育んできた伝統と技術力

を受け継ぎ、1986年の会社設立以来、100件を超える開発

案件を手掛けてきました。高品質、かつ地域の特性を踏まえ

た、数々の特色ある大規模プロジェクトで次々と成功を収

め、着実な成長を続けています。

創業以来築いてきた安定収益構造と、それによって培われた

強固な財務基盤を背景に、国内不動産業界の中でも最高レベ

ルの格付けを取得しています。

NTT都市開発は、日本最大の情報通信グループであるNTTグループの唯一の総合不動産会社として、

「人」「街」「自然」が調和する快適空間の創造を使命とした事業活動を展開しています。会社設立時に親会

社であるNTTから譲り受けた優良な不動産を基に、全国でオフィスビル等の開発・賃貸事業、マンションを

中心とした分譲事業を拡大してきました。現在はNTTグループ外から仕入れた用地の事業化も積極的に推

進しています。

NTTグループシナジー
NTTグループ唯一の総合不動産会社として、グループが保有する不動産の事

業機会を最大限に活かせるポジションにあります。またグループ各社の最先

端情報通信技術も活用できるのが当社の大きな強みです。

Who We Are...
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開発実績 高い格付け

Moody’s: Aa3
R&I: AA-

日本電信電話（株）

東日本電信電話（株） NTT コミュニケーションズ（株） （株）NTT ドコモ

総合不動産事業

NTT 都市開発（株）

（株）NTT データ （株）NTT ファシリティーズ

西日本電信電話（株） （株）NTT コムウェア

など

NTT グループシナジー効果

表紙写真：開発が進む秋葉原地区。中央下の3つの高いビルの中央、ひときわ大きくどっしりと見えるのが本社のある秋葉原UDX。フロア面積は国内最大規模である。
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Multifaceted Strength
for Growth

2007年度（2008年3月期）決算は4期連続の

増収増益を果たし、過去最高の業績となりまし

た。同年度で終了の中期経営計画の経営目標も

1年前倒しで達成、2008年度からは新たな3ヵ年

計画「 N T T 都 市開発グループ中期経営計画

2010」をスタートさせました。開発手法や開発内

容の多様化を進めるとともに、投資エリアの絞り

込みや既存施設と連携した商業開発の展開などの

「面的拡大」を進め、持続的な安定成長へ向けて

チャンレンジしています。

詳しくは、8ページからの特集をご覧ください。
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開発手法の
多様化

面的開発の拡大

開発内容の
多様化

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。

着実な成長を目指す
多面的な事業展開
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連結財務ハイライト

営業収益（億円） 営業利益（億円） 当期純利益（億円）

有利子負債／D/Eレシオ（億円／倍） 投資額（億円）
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百万円 増減率 (%) 千米ドル※5

2006 2007 2008 2008 / 2007 2008

会計年度：
営業収益 ¥110,833 ¥128,215 ¥ 138,206 7.8 $1,379,444
営業利益 21,716 25,091 28,718 14.5 286,640
当期純利益 11,401 12,995 14,758 13.6 147,300
投資額※1 54,622 48,595 93,367 92.1 931,905
減価償却費 23,828 23,657 23,246 (1.7) 232,025

会計年度末：
総資産 543,792 581,848 900,325 54.7 8,986,182
有形固定資産 410,777 434,753 709,370 63.2 7,080,254
純資産 115,696 125,169 177,969 42.2 1,776,316
有利子負債 268,942 293,069 451,849 54.2 4,509,923

経営指標：
純収入（NOI）※2 47,237 50,504 52,748 4.4 526,487
自己資本当期純利益率（ROE）（%） 10.1 10.8 11.3 — —
自己資本比率（%） 21.3 21.5 15.1 — —
配当性向（%） 29.1 25.3 26.8 — —
自己資本配当率（DOE）（%） 2.9 2.7 3.0 — —
D/Eレシオ（倍） 2.3 2.3 2.5 — —

1株当たり： 円 米ドル

純資産※3 ¥175,766 ¥ 38,008※4 ¥ 41,442 — $ 413.64
当期純利益 17,201 3,949※4 4,484 — 44.76

※1. 資本的支出及び投資有価証券の取得による支出（投資活動によるキャッシュ・フローベース）
 2008年3月期の投資額を算出するにあたり、投資有価証券の取得による支出に「ユーディーエックス特定目的会社」の優先出資証券の追加取得に要した支出額を追加しています。
※2. NOI=不動産賃貸収入－不動産賃貸原価＋不動産賃貸減価償却費（長期前払費用を含む）
 2006年3月期は単体ベースで表示しています。
※3. 1株当たり純資産＝（純資産－新株予約権－少数株主持分）÷期末発行済株式数
※4. 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。
※5. 便宜上2008年3月31日時点の為替レート1USドル＝100.19円で円をドルに換算しています。

NTT 都市開発株式会社
3月31日終了会計年度

NOI（億円）
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社長メッセージ

株主の皆さまへ

NTT都市開発は、時代の変化を敏感に感じ取り、環境

に調和する人間活動の場の創造と、心のこもったサービ

スの提供を通じて、豊かな社会の実現に貢献することを

企業理念としています。“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、高品質な建築物、情報通信技術との

融合などにより、理想的な街づくりを目指して、オフィ

ス、商業、住宅と幅広く事業を展開しております。

　2007年度（2008年3月期）は、不動産賃貸事業に

おいて、既存物件の賃料改定や新規物件の稼動増により

収益が増加したことや、分譲事業において、マンション

販売価格が前期に比べて高額であったことなどから、営

業収益1,382億円、営業利益287億円、経常利益

261億円、当期純利益147億円と、4期連続の増収増

益を達成し、過去最高水準となりました。

　不動産市況については先行き不透明感も指摘されてお

りますが、当社グループは、良好な資産ポートフォリオ

に基づく安定的な成長基盤の維持・強化を図り、コア事

業のさらなる拡大を推し進め、引き続き企業価値の増大

に向けて取り組んでまいります。

2008年9月

代表取締役社長

三ツ村　正規

開発力をさらに強化し、
持続的成長を追求します。

開発力をさらに強化し、
持続的成長を追求します。
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社長インタビュー

市場概況

Q12007年度（2008年3月期）の業績を振り
返り、総括してください。

年度の前半は日本経済の回復基調の中で、不動産賃貸事業、分譲事業ともに堅

調な需要に支えられ、当社の事業も順調に推移しました。しかしながら、後半

は、サブプライム住宅ローン問題に端を発する米国景気の減速感や原油価格の

高騰などから、不透明感が高まり、特に分譲事業は、買い手による物件の選別傾

向が強まって立地や商品企画により売れ行きの二極化が進展するなど、難しい

局面に入りました。こうした中で、当社グループはこれまで培ってきた安定した

事業基盤の強みを活かして、成長を持続させることができました。

　また、当年度は、優良不動産への積極的な投資や、2010年度（2011年3月

期）を最終年度とする「NTT都市開発グループ中期経営計画2010」の策定な

ど、将来に向けた土台づくりにも取り組むことができましたので、会社としても

充実した1年であったと思います。

Q2サブプライム問題をきっかけに不動産市場の不
透明感が増しています。現在のマーケット環境
をどう見ていますか？

確かに、サブプライム住宅ローン問題が顕在化して以降、日本のマーケットにお

いても、不動産投資に対する金融機関の姿勢に変化が見られ、一部では資金調

達が難しくなるといった問題も出ているようです。さらには、円高や原油高が今 

後の日本企業の事業に与える影響など、現時点では判断の難しい要素もあり、予

断を許さない状況と言わざるを得ません。

　ただ、ここ数年、東京都心部のオフィス賃貸市場においては、大型ビルを中心

に品薄状態が続いており、この傾向は当面続くと見ています。また、これまで賃

料の下落が続いていた地方においては、一部で賃料が下げ止まる都市が出てい

ます。

　一方、分譲事業については、売れ行きの二極化に加えて、地価高騰や建築コス

トの増加など、厳しい市場環境が続くものと考えています。

　なお、過熱気味と懸念された地価高騰にも変化が出ており、当社にとっては

優良な不動産取得などのチャンスと考えています。

不動産市場の動向や当社の成
長戦略について、代表取締役
社長・三ツ村が語ります。
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成長戦略

Q32010年度をターゲットにした中期経営計画の
具体的な取り組みについて聞かせてください。

大きく3つの方針にそって進めていく考えです。第1に、コア事業である不動産

賃貸および分譲事業のさらなる発展、成長を目指します。実行にあたっては、開

発力の強化、収益力の強化、NTTグループとの協働といった切り口から多面的

に取り組みます。第2に、新たな成長分野の開拓、第3に、長期安定成長に寄与

する経営基盤の強化に取り組みます。数値目標としては、2010年度（2011年

3月期）における営業収益を1,800億円、営業利益360億円、経常利益305億

円、営業利益率20.0％としています。

　目標の達成に向けて、現在、次のような取り組みを行っています。

　開発力の強化策として、多様な開発手法によるプロジェクトを展開していま

す。仙台では開発型証券化によるオフィスビル開発に着手し、大阪・内本町では

新たなプロジェクトの検討に入りました。京都の一等地である四条烏丸では、

既存商業施設と連携した新規開発プロジェクトが進行中です。また、開発内容

の多様化の1つとして、高齢者向け賃貸マンションも検討しています。

　収益力の強化に向けては、不動産賃貸事業において、テナント営業活動の強

化策として、2009年3月末竣工予定の大手町一丁目地区第一種市街地再開発

事業（第一次）のリーシングを積極的に展開しています。分譲事業においては、

売れ行きが二極化する市場に対応し、商品企画の充実と仕入物件の選別を進め

ています。

　NTTグループとの協働でも、新たなプロジェクトを検討しています。具体的に

は、九州・福岡においてNTTグループからNTT天神ビル敷地を定期借地して賃

貸商業ビルを建設する予定です。

Q4 新たな成長分野について、長期的な視野に立った位置付けと今後の方向性をどのように考えて
いますか？

まず、中期的にNTT都市開発の事業ポートフォリオをどのようにしたいかを考

えました。2007年度（2008年3月期）末の当社グループの事業ポートフォリ

オは、不動産賃貸収益が約63％、分譲収益が約27％となっていますが、不動

産賃貸事業は景気動向の影響を受けやすい傾向もあることから、成長の安定性

を増すために、新たな成長分野の創出へのチャレンジを打ち出しました。

2010年度（2011年3月期）には、成長分野を伸ばしていくことにより、バラン

スのとれた収益構造を実現したいと考えています。

　新たな成長分野としては、2007年7月に新設したソリューション営業本部を
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中心にファンドビジネスを展開しています。2008年３月末で4つのNUファンド

を合計約500億円の資産規模で運用しており、さらなる規模の拡大を目指して

います。その他には、不動産関連事業を中心とした新規事業の拡大に向けて、事

業提携やM&Aの検討を進めています。また、不動産マーケットのグローバル化

に対応し、資産ポートフォリオの拡充を図るため、国際事業の検討も進めていま

す。当社が属するNTTグループは、日系企業の国際化に併せて海外でのビジネス

を展開してきた実績がありますので、グループ各社とも歩調を合わせつつ進めて

いきたいと考えています。

Q5安定成長に向けた重点策として掲げている
経営基盤の強化とは？

成長戦略を支えるため、事業基盤の強化に取り組む必要があると考えています。

金融商品取引法が施行されましたが、当社グループは、事業拡大のために不動

産ファンドを活用していることから、全社的な取り組みとして、金融商品取引業

者として求められている適切な事業運営や法令遵守の体制を整備しています。

また、2008年度（2009年3月期）から適用される同法における内部統制報告

制度については、2007年3月に内部統制委員会を設置し、2008年3月までに

業務の可視化と財務報告リスクに対する統制の整備を行っており、2009年

6月に適正な内部統制報告書を提出できるよう取り組んでおります。

　CSRの推進については、中期経営計画2010においても、CSR経営基盤の確

立を重要施策の1つに掲げ、これまで以上に「人」「街」「自然」が調和する快適

空間の創造を使命とする当社ならではのCSR経営をより一層追求します。

　また、事業の成長に対応するため、人材の確保と社員力の向上が急務と考え、

即戦力確保のための中途採用のほか、将来の事業運営の中核を担う人材を確保

するため新卒採用を開始し、2007年４月に新卒第一期生が入社しました。この

ような新卒採用で入社した社員が、すでに第一線の重要な戦力として活躍してお

り、頼もしく思っています。2009年4月には、前年同様、15～20名程度の新入社

員を採用する予定です。今後は、新規事業や国際事業など、新たな領域へのチャ

レンジに向けて、様々な知識や経験をもつ社員の確保と育成を進めていきたい

と考えています。

 

資本政策

Q6資本政策や株主への利益還元について、
今後の投資計画も含めて聞かせてください。

資本政策の基本的な考え方として、安定的な成長により企業価値の向上を図る
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2008年度（2009年3月期）の業績予想：
営業収益（億円）

ことを第一としつつ、将来の成長に向けた投資と、株主の皆さまへの利益還元と

のバランスを図りながら、財務の健全性維持と株主重視経営を両立したいと考

えています。

　財務の健全性を図る指標としてD／Eレシオ※を重視していますが、2007年度

（2008年3月期）は、期首の計画を上回る933億円の投資を実施したことか

ら、当年度末のD／Eレシオは2.5倍に上昇しました。中期経営計画2010では、

3ヵ年で1,500億円規模の開発投資を予定していますが、今後の利益の蓄積に

よる自己資本の充実と、投資計画に対する適正な借入額の実施により、中期的

には目標である2.3倍程度を実現していきたいと考えています。

　成長に向けた投資戦略の実現に向けては、効率的な資金調達手段の確保が重

要であり、現行の格付け水準の維持に努めたいと考えています。

　株主の皆さまに対しては、長期かつ安定的な利益還元を継続していきたいと

考えています。2007年度（2008年3月期）については、1株あたり200円の増

配を実施し、年間配当金を1,200円としました。2008年度（2009年3月期）

についても、同額の年間配当金を維持する予定です。

※D／Eレシオ＝有利子負債÷（自己資本＋少数株主持分）

業績予想

Q7最後に、2008年度（2009年3月期）の業績
見通しについてお話しください。

持続的な成長に向け積極的な事業運営に取り組むことにより、事業拡大を目指

していきます。営業収益は対前年87億円増の1,470億円、営業利益は57億円

増の345億円、経常利益は23億円増の285億円、当期純利益は2億円増の

150億円を見込み、5期連続の増収増益を目指しています。不動産賃貸事業は、

堅調なオフィス賃貸市況を背景にした既存物件の賃料改定による増収と、新た

に取得した物件からの収益拡大を見込んでいます。特に、2008年3月末に連結

子会社化したユーディーエックス特定目的会社が保有する秋葉原UDXの賃貸事

業は好調であり、業績に大きく貢献する予定です。分譲事業は、マンション市況

が厳しさを増していますが、NTTグループの強みを活かした先端情報通信技術

の採用などにより付加価値向上を図り、前年度なみの事業規模を確保するよう

努めます。

　中期経営計画2010の初年度である2008年度（2009年3月期）に良いス

タートを切るとともに、2010年度（2011年3月期）の目標達成に向けて努力し

てまいります。株主・投資家の皆さまにおかれましては、一層のご理解とご協力

を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Trends

NTT都市開発は1986年の創業以来、激しく変化する不動産市場の中にあって、コア事業となる不動産賃貸事業・
分譲事業を着実に推進し、豊富な開発実績を積み上げてきました。今後も全国にバランスよく分散する優良なポー
トフォリオが生み出す安定した事業基盤を強化するとともに、新規開発や新規事業の開拓も積極的にすすめ、さら
なる成長を目指します。そこで業界の現状と当社が置かれているポジションを踏まえつつ、中長期的な戦略を当社
がどう組み立てているかを、以下にまとめました。

不動産業界の動向
不動産市場は、バブルの崩壊以降、長期にわたり停滞を続けてきました。しかし、

この間に土地の利用価値や収益性を重視する社会的な意識が高まり、企業資産の

オフバランス化や都心回帰が進展しました。特に、都心部の主要駅の近辺におけ

る大規模オフィスビルや交通利便性の高い地域のマンションなど、利便性・収益

性の高い地域での需要が旺盛となり、また、都心部のオフィス等の収益性の高い

物件を対象としたJ-REITや特定目的会社等の不動産証券市場が拡大しました。

 このような変化は地価の推移に反映されています。1992年から全国平均の

公示地価が15年連続で下落していましたが、景気回復に伴い、2007年には三

大都市圏および地方ブロック中心都市の地価上昇等により、全国平均も上昇し、

大都市圏を中心に不動産市場が活発化しました。

 しかしながら、サブプライム住宅ローン問題や、原材料費の高騰等による建

築コストの上昇など、不動産市場の先行きが懸念されています。また、改正建築

基準法の施行により建築確認や検査が厳格化され、建築物の品質に対する要求は

今後さらに高まると予想されます。

公示価格の年別変動率（%）

’92 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07（暦年）
-20
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-10
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10
東京圏・住宅地　　　東京圏・商業地　　　全国平均・住宅地　　　全国平均・商業地

（注） 東京圏：首都圏整備法による既成市街地及び近郊整備地帯を含む市区町村の区域をいう。
 変動率：継続標準地ごとの価格の対前年変動率の合計を当該標準地数で除して求めたものをいう。 （出典）国土交通省



9

Strength
市場における当社のポジション
当社グループは、これまで親会社であるNTTから、会社設立時に譲渡された好

立地にある低簿価の土地を利用した開発を進め、事業を拡大してきました。

　2007年度（2008年3月期）の当社グループの営業収益の約63％を不動産

賃貸事業から得ています。当社グループの保有する資産ポートフォリオからの収

益は、半分以上は首都圏にある物件によるものですが、残りは地方の中核都市に

ある物件によるものとなっています。その地域のランドマークとなる物件も多

く、オフィスビルから商業施設、賃貸マンションに至るまで、物件の用途やテナ

ントの属性も多岐に渡っています。また、保有物件の築年数は、将来の建て替え

や新規開発の種地である築年21年以上の物件から、築年5年以内の物件まで分

散しているため、計画的なリニューアルや建て替えなどにより、安定したポート

フォリオを維持することが可能です。このようなバランスのとれた資産ポートフォ

リオにより、安定的な事業基盤を確保しています。

　さらに、社会的インフラである通信サービスを提供するための通信局舎の設計・

開発等により蓄積したノウハウを活用し、各地で品質の高い物件の開発を手掛

け、保有しています。これらの強みを土台として、NTTグループや外部からの

不動産取得を積極的に行い、今後の開発プロジェクトにつなげるとともに、現在

進行中の開発プロジェクトを着実に進展させています。

当社物件の築年別バランス（％）

’92’91’90’89’88 ’93 ’94 ’95 ’96 ’97 ’98 ’99 ’00 ’01 ’02 ’03 ’04 ’05 ’06 ’07 ’08（3月期）

■ オフィス  ■ 商業  ■ 住宅・その他

0
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当社の部門別開発面積の推移（m2）

5年以内 16%

11－15年 43%
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16－20年 
 28%

21年以上 7%
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Strategy
今後の成長戦略

営業収益（億円）

営業利益（億円）／営業利益率（%）
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当社グループは向こう3ヵ年で開発力と収益力をさらに高めることを目指して、新

たに｢NTT都市開発グループ中期経営計画2010｣を策定しました。以下にその数値

目標と事業戦略の3本柱についてご紹介します。

数値目標
2007年度 (2008/3) 2010年度 (2011/3) 

営業収益 1,382 億円 1,800 億円
営業利益 287 億円 360 億円
経常利益 261 億円 305 億円
営業利益率 20.8% 20.0%
3年後の数値目標を実現すれば、営業収益は2007年度実績比30％増、営業利益は

同25％増、経常利益は同16％増となります。

開発手法の
多様化

自社投資、開発型SPC（特定目的会社）活用など多様な開発手法により開発を実施
・ 3年間トータルで1,500億円規模の開発を推進
・ 当社の開発能力を提供することにより、NTTグループ会社をはじめとした顧客企業の収益拡大・コスト削減に貢献し
つつ、当社の収益機会を拡大

面的開発の
拡大

・ 投資エリアの絞り込み：戦略的投資、高度開発に向けた土地・物件の仕込み
・ 商業開発の面的展開：地域戦略に基づく、既存商業施設と連携した商業施設開発

開発内容の
多様化

・ デベロップメント機能をフルに発揮した開発領域の拡大：商業ビル、ホテル、データセンター等の開発案件の発掘
・ 賃貸マンションの積極的な開発：賃貸マンションの開発可能なエリアについては積極的に事業を展開。また、高齢者
向け賃貸マンションについても取り組む

事業戦略1：コア事業である不動産賃貸事業・分譲事業の
さらなる発展、成長

● 開発力の強化

「開発手法の多様化」「面的開発の拡大」「開発内容の多様化」の3本柱で開発事

業を展開し、コア事業の持続的成長を目指します。
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● 収益力の強化

不動産賃貸事業において、3年間で300億円規模のリニューアル投資を実施して

既存ビルの収益価値を高め、賃料値上げに向けた戦略的取り組みやテナント営業

活動の強化なども実施し、増収を図ります。分譲事業では、｢ウェリス｣マンショ

ンの積極展開、NTTグループの強みを活かした先端情報通信技術の導入による

マンションの付加価値向上、アフターサービス体制の強化に取り組み、投資家向

け販売事業にも注力します。

● NTTグループとの協働

NTTグループの強みを活かした開発案件の獲得に取り組むとともに、NTTグルー

プ唯一の総合不動産会社として、NTTグループの保有する不動産の開発に積極

的に参画していきます。

事業戦略2：新たな成長分野の開拓※

新たな事業分野を開拓し、ファンドビジネスとアセットソリューション（資産の

有効活用等）の推進、既存その他事業の拡大、新規事業の拡大、国際事業の推進

に取り組みます。
※22ページ参照

事業戦略3：長期安定成長に寄与する経営基盤の強化
● ビジネス基盤の強化：経営の透明性確保と内部統制の強化、CSR経営基盤の

確立、人的資源の充実に努めます。

● 企業価値増大に資する財務政策：D/Eレシオ（負債比率）を中期的に2.3倍

レベルで維持し、ファンドや資産の組み換えなど多様な手法を活用すること

により、財務の健全性維持に努めます。また、配当については、長期的かつ

安定的な利益還元を実現し、株主重視経営に努めます。

不動産賃貸事業の収益目標（億円）

分譲事業の収益目標（億円）

Medium-term Management Plan

2010
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Interview

長期的視点に立ちながら、開発力を

強めてポートフォリオを多様化し、

持続力ある企業基盤をつくります。

代表取締役常務特命事項担当

村岸　公人

NTT都市開発の開発力と新規プロジェクトへの取り組み

Q1NTTグループの遊休資産の有効活用に
加え、外部から取得した用地の開発な
ど、デベロッパーとしての事業領域が広
がっています。その開発力の源泉は？

当社はNTTグループの低利用不動産を現物出資という形で譲り

受け、その土地の上にNTTの電話局建設などで培われた建築技

術と情報通信技術をバックボーンに最新鋭のインテリジェント

ビルを自前で建設し、ビル賃貸などの事業運営を行ってきまし

た。これまでアーバンネット大手町、大手町ファーストスクエア、

シーバンスＮ館、グランパークタワー、東京オペラシティなど都

心の屈指の大型物件をいくつも手掛けて来ました。その過程

で、都市計画等の制度手法の活用、関係地権者との権利調整、

近隣対応、テナントリーシングなどデベロッパーとしての基本的

な開発力を身につけていったと言えるのではないでしょうか。

「NTT都市開発グループ中期経営計画2010」では、重要な戦略の1つとして「コア事業である不動
産賃貸事業及び分譲事業のさらなる発展、成長に向けた開発力の強化」を掲げています。この開発力
の強化に向けてどのような取り組みを行っていくのか、現状も踏まえて、開発事業の先頭に立つ代表
取締役常務・村岸がその概略を語ります。

 その後の秋葉原UDX開発、大手町連鎖型再開発、大阪駅北

地区開発など現物出資物件以外の大型プロジェクトを通じて、

そのエリアに相応しい空間を創出する力、長期的・広域的に街

づくりを推進していく力を備え、開発力にさらに磨きをかけつ

つあるわけです。

 また、当社はNTTグループの唯一の総合不動産会社であり、

当然、NTTグループが保有する不動産の有効活用、高度利用と

いう命題も当社の基本的ミッションのひとつです。総合デベロッ

パーとしての開発力をフルに発揮することにより、この命題に

も応えつつ、当社のコーポレートスローガンである『「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

実行すること、継続的に街づくりに関与していくことこそ、我々

にとって最も重要なテーマではないでしょうか。
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上空から見た大手町（東京都千代田区）。当社の大型プロジェクトも進行中。

Q2大手町一丁目地区や大阪駅北地区先行
開発区域では、他デベロッパーと連携
した大型プロジェクトが進行中です。
これらプロジェクトの意義、NTT都市
開発が果たす役割とは？

大手町一丁目地区の再開発事業は、東京を代表するビジネスセ

ンターである大手町における大型プロジェクトですが、近隣に

は当社の保有する不動産のほか、NTTグループが保有する不

動産も複数あり、当社にとってはゆかりの深いエリアです。大

阪駅北地区ではJR大阪駅に隣接する「都心最後の一等地」と

もよばれる広大なエリアの開発事業が進行中です。どちらのプ

ロジェクトも、当社がこれまで100件を超える開発事業を手掛

けてきた実績と、NTTグループの一員としての強みが評価さ

れ、大規模開発に参画する機会を得ることができたものであ

り、多方面から街づくりに貢献していくことが当社に期待され

る役割であると考えています。

 また、京都の一等地である四条烏丸では、当社単独の開発

プロジェクトとしてオフィスと商業の複合施設を計画していま

すが、近隣にある当社所有の「新風館」と連携させて、より当

社らしさをアピールできるようなものに仕上げていきたいと考

えています。

Q3今後の開発事業の方向性は？

中期経営計画2010の戦略の柱の1つが開発力の強化であり、

証券化スキームを含めた多様な開発手法により開発すること、

投資エリアを選別しつつ面的開発を拡大すること、当社が得意

としてきたオフィスビルに加えて、商業施設や賃貸マンション

も含めた開発内容の多様化を図ることなどを具体的な取り組

みとして掲げています。もちろん、NTTグループの保有する不

動産の利活用も重要なテーマです。不動産事業には長期的な

視点が不可欠であり、社会経済の様々な環境変化に対応する

必要がありますが、開発力の強化によりポートフォリオの多様

化を進め、持続的な成長を可能とする事業基盤づくりをしてい

きたいと考えています。
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全国主要都市に、優良な物件を保有しています。
当社の保有する賃貸物件は、オフィスビルを中心に、商業施設や賃貸住宅など多岐にわたります。首都圏に

偏り過ぎることなく、全国の主要都市にバランスよく物件を保有しています。その多くは収益性の高い都心

に立地し、各地域におけるランドマークとなる物件も含まれています。2008年3月31日現在、オフィス・商業

を合わせた貸付可能面積は約114万m2です。

事業別概況

※NOI（Net Operating Income：純収入）＝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）
（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、埼玉県、茨城県、群馬県、栃木県を指します。
 「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※ （2008年3月期、単位：百万円）

アーバンネット卸町ビル
所在地： 仙台市若林区
土地面積： 10,600㎡
建物延床面積： 28,475㎡
竣工： 1993年12月（S館）
 1995年9月（N館）

東海エリア

関西エリア

中国・四国エリア

九州エリア

NTTクレド基町ビル
所在地： 広島市中区
土地面積： 21,801㎡
建物延床面積： 160,418㎡
竣工： 1994年3月

NTT-Tビル
所在地： 福岡市中央区
土地面積： 8,526㎡［249㎡］（※2）
建物延床面積： 61,506㎡
竣工： 1996年9月

UD御堂筋ビル（※1）
所在地： 大阪市中央区
土地面積： 2,097㎡
建物延床面積： 11,284㎡
竣工：1967年10月

アーバンネット名古屋ビル
所在地： 名古屋市東区
土地面積： 5,997㎡［950㎡］（※2）
建物延床面積： 75,047㎡
竣工： 2005年9月

※1　共有または区分所有物件であり、面積は所有持分を記載しています。
※2　借地上の物件（一部借地を含む）であり、所有部分の面積を記載しています。［　］内は借地面積です。

エリア区分 オフィス・商業 住宅・その他 合計

東京都心部  23,353
 927 30,146

東京都その他及び周辺都市部  5,865

地方都市部  18,450  4,151 22,601

合計  47,669  5,078 52,748

①

③

②



63%

27%

10%

貸付可能面積のエリア別構成比

セグメント別の
営業収益と構成比

不動産賃貸事業

16ページへ

分譲事業

19ページへ

その他の事業

22ページへ

899 億円

北海道エリア

東北・信越エリア

首都圏エリア

アーバンネット大手町ビル
所在地： 東京都千代田区
土地面積： 9,361㎡
建物延床面積： 117,618㎡
竣工： 1990年6月

アーバンネット札幌ビル
所在地： 札幌市中央区
土地面積： 5,369㎡
建物延床面積： 31,255㎡
竣工： 2004年10月
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④

⑤

（注）数字は2008年3月期実績

東京都心部 36％
その他 首都圏 16％

東北・信越 5％

北海道 6％
九州 5％
中国・四国 14％
関西 8％

東海 10％

384 億円

138 億円

撮影：
① 川澄建築写真事務所　② イトープロフォート　③  車田写真事務所　④ フォワードストローク　⑤ 三輪晃久写真研究所



営業収益（億円）

営業利益（億円）

不動産賃貸事業 事業紹介
不動産賃貸事業は、2007年度（2008年3月期）における連結営業収益の

約63%を占めており、当社グループのコア事業と位置付けています。東京、

名古屋、大阪、広島、福岡、札幌などの大都市圏において、オフィスビル、商

業施設、賃貸住宅などの賃貸事業を行っています。
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業績レビュー
2007年度における東京都心部のオフィス賃貸市場では、大型ビルの空室

率が2%台で推移し、ほぼ満室稼働が続きました。企業の好調な収益を背景

にオフィス需要が旺盛となる一方で、新規供給のオフィス面積が減少してい

ることから、需給逼迫が続いており、平均賃料は引き続き上昇基調にありま

す。一方、地方圏においては、主要都市では賃料の下げ止まり傾向がみられ

るものの、空室率の推移には都市間の差異があり、完全な市場の回復まで

には至っておりません。

　こうした事業環境の中、当社グループ保有物件の空室率については、東京

都心5区では2006年度（2007年3月期）末の0.9%から、2007年度末

までの１年間で0.5%に低下し、ほぼ満室稼働が続きました。一方、全国の空

室率は、城北ビル（名古屋市北区）の１棟解約により、2.1%から4.2%へ上

昇しましたが、引き続き低い水準で推移しています。

　2007年度の不動産賃貸事業は、アーバンネット大手町ビルや大手町ファー

ストスクエア（いずれも東京都千代田区）などの東京都心部を中心とした既存

物件の賃料改定や、2007年3月に組成したファンドが保有する物件からの賃

料収入により、営業収益は899億17百万円（対前年46億4百万円増）、営業

利益は260億25百万円（対前年28億40百万円増）となりました。

　なお、2008年３月末にユーディーエックス特定目的会社を連結子会社と

したことに伴い、2008年度（2009年3月期）より連結収益の増加を見込

んでいます。オフィス空室率の推移（％）

0
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6

8

10

都心5区（三鬼商事データ）
都心5区（当社空室率）
全　　 国（当社空室率）
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秋葉原UDX（撮影：フォワードストローク）
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都心5区の貸ビル平均賃料（円／坪）

トピックス
ユーディーエックス特定目的会社を子会社化
コア事業である不動産賃貸事業の強化に向け

て、2008年3月、秋葉原UDXを保有する

ユーディーエックス特定目的会社の優先出資

証券を事業パートナーである鹿島建設株式会

社より追加取得し、同社を連結子会社としま

した。秋葉原UDXは、世界的なIT拠点にふさ

わしい最先端の情報通信インフラや国内最大

規模のフロア面積を備えた大規模複合ビルです。

リニューアル投資の推進
主に築15年超のビルを対象に、リニューアル投資によるバリューアップを

進めています。これは「NTT都市開発グループ中期経営計画2010」にお

いて、不動産賃貸事業の収益力向上と、既存ビルの保守効率化を目指して

行っているものです。2008年度から2010年度（2011年3月期）までの

3年間で約300億円の設備投資を計画しています。

 リニューアル工事を実施中の大手町ファーストスクエア（ウエスト）で

は、フロアごとに順次、共用部の内装全般・照明などの設備更新、車椅子

兼用トイレやパウダールームの設置など、機能アップとイメージの刷新を

図ることにより快適性と利便性を高め、入居のお客さまからご好評をい

ただいています。

（出典）三鬼商事

’03 ’04 ’05 ’06 ’07

35,906

21,683

（暦年）
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■ 新築ビル  ■ 既存ビル

市場動向：貸ビル賃料相場
オフィスビルの大量供給により市場が供給過
剰となった2003年以降、不動産賃貸市場で
は、企業収益の回復による業務拡大・人員増
加等の流れを受けてオフィス需要が拡大。特
に東京都心部の賃貸オフィスビルでは空室率
が低下し、賃料の上昇が続いた。都心部で
は、底堅い需要を背景に市場はさしあたり安
定的に推移するものと思われるが、一方で賃
料上昇の鈍化も懸念されている。地方圏にお
いては、一部都市で賃料の下げ止まりが見ら
れるものの、依然として需要は東京都心部が
中心となっている。なお、国内の景気回復に
足踏みがみられるなど経済状況は変化してお
り、今後のオフィス需要に与える影響には留
意が必要。

秋葉原UDX
（撮影：フォワードストローク）

リニューアルされた大手町ファー
ストスクエアの内装と設備（左か
らエレベーターホール、車いす兼
用トイレ、パウダールーム）
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Interview

2008年度も賃貸収入の増収が見込まれますが、

不透明感も残ります。設備の高度化や新規投資

など、積極的に取り組みます。

常務取締役ビル事業本部長

飼手　道彦

Q1不動産賃貸市場の動向に対して、
当社の不動産賃貸事業の業績は？

当社の不動産賃貸事業は、ここ数年は日本経済の景気回復基

調をうけた首都圏における企業の旺盛なオフィス賃貸需要を

背景に、順調に増収を続けてきました。また、「NTT都市開発

グループ中期経営計画2010」の最終年度である2010年度

（2011年3月期）までは、オフィス賃貸市場は安定的に推移す

るものと考えております。当社においても、2007年度

（2008年3月期）の実績に対して、既存物件と新規に稼働す

る物件を併せて、2010年度の不動産賃貸収入は100億円程

度の増収を見込んでいます。しかしながら、景気の先行きに不

透明感が出ていることや、東京都心部のオフィス賃料が上限に

達したとの見方もあることから、今後の経済動向が企業のオフィ

ス需要にどのような影響を与えるのか、注視する必要があると

考えます。

Q2市場における平均的なオフィス賃料と
比較して、当社物件の賃料水準は？

市場における平均的なオフィス賃料とは「新築物件を含む新規

募集賃料」であることから、当社の物件における既存賃料と単

純に比較するのは適切でないと考えます。しかし、新聞等で報

道されているとおり、東京都心部を中心に企業のオフィス賃貸

需要は底堅く、オフィス市場の賃料水準も上昇基調にありま

す。このため当社の物件にご入居いただいているお客さまに対

して賃料改定のご提案をさせていただいた結果、2007年度

の実績では、首都圏において、平均で従前の賃料を約10％程

度上回る水準で契約更改をさせていただきました。また、

2008年度についても、首都圏では同様の水準での契約更改

を目標としています。しかしながら、地方圏では、総じて、首都

圏の市場と比較して、賃料上昇の期待は難しい状況にあると言

わざるを得ません。

Q3さらなる増収に向けた取り組みに
ついて聞かせてください。

増収に向けたこれまでの取組みは、ご入居いただいているお客

さまに対して、ビルセキュリティの強化や機能維持による設備

更改を行うことにより、お客さまにご満足いただき、結果とし

て賃料改定への取り組みに結びつけ収益力を高めてまいりま

した。また、今後のさらなる増収に向けた取り組みとしては、賃

料改定に引続き取り組み、収益の拡大を図るほか、ビルグレー

ドアップのためのリニューアル投資、サブリースによる貸床拡

大、ソリューション営業にも積極的に取り組むとともに、新た

な開発投資や既存の収益物件の取得などにより、増収を図り

たいと考えています。
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営業収益（億円）

営業利益（億円）
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事業紹介
2000年に住宅分譲事業に参入し、マンション分譲事業を中心とした事業

を行っています。当社グループの成長のドライバーと位置付けており、

2007年度（2008年3月期）では連結営業収益の約27%を占めていま

す。当社のマンションブランドである「WELLITH（ウェリス）」をはじめとす

る事業を展開し、一方で、取得した土地の立地に応じて、宅地分譲等も行っ

ています。

業績レビュー
2007年度におけるマンション分譲市場においては、全国の供給戸数の減

少と、販売価格の上昇が続きました。2007年の首都圏における供給は、

対前年で18%程度減少し、約６万戸となりました。近畿圏においては発売

戸数が微増となりましたが、その他の地域においては、都市によるバラつ

きはあるものの、全体としては前年より10%以上減少しました。平均販売

価格は、首都圏において対前年で10%以上上昇し、全国の平均販売価格も

上昇しました。地価高騰と建築費用の増加に伴う販売価格の上昇やローン

金利の先高感が薄れたことなどが購入者心理にマイナスに働き、商品企画

に特徴のない物件や、交通利便性や周辺施設の利便性の面で立地条件が他

に劣る物件については販売が長期化するなど、売れ行きの二極化が進行し

ています。これらの状況に加えて、2007年6月の改正建築基準法施行に

より建築確認や検査が厳格化されたことから建築着工の遅れが生じ、住宅

着工件数が低迷するなど、市場の先行き懸念が高まりました。

　2007年度の分譲事業は、用地の特性に応じた商品企画と、地域での販

売力のある事業者との協業により、当社のマンションブランドである

「WELLITH（ウェリス）」の拡大に取り組み、ウェリス麻布狸穴（東京都港

区）、ウェリス川越六軒町（埼玉県川越市）、ウェリス上本町ローレルタワー

（大阪市天王寺区）、ウェリス・ジオ千里佐竹台（大阪府吹田市）等の収益を

計上し、マンション引渡戸数は625戸となりました。また、埼玉県入間市に

おける宅地販売など、立地に応じた事業の多様化に取り組みました。

 その結果、営業収益は384億15百万円（対前年57億35百万円増）、営

業利益は、65億93百万円（対前年13億64百万円増）となり、営業利益率

は17.2%となりました。
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地域別の着工新設住宅戸数（戸）

投資家向け販売事業
分譲事業の収益確保のため、一般個人のお客さまを対象としたマンション

分譲に加えて、投資家向け販売事業を「NTT都市開発グループ中期経営

計画2010」において展開します。この事業は、オフィスビルや賃貸マンショ

ン、ホテル等の物件を当社で取得または開発し、テナント付けを行った上

で、機関投資家、プライベートファンド、REITなどへ売却して開発利益を

享受するビジネスモデルで、不動産投資市場の拡大に対応するものです。

当事業による2010年度（2011年3月期）の収益目標を約100億円とし

ています。

トピックス
戸建事業「ザ・シーズンズ高槻」
大阪府高槻市の都市型戸建大規模プロジェクト『高槻・今城町＜戸建＞プ

ロジェクト「ザ・シーズンズ高槻」』は、4期全124区画を完売しました。

各期ともに、即日完売となるなど、非常に好調な販売結果となりました。

 NTT西日本社宅跡地の壮大な開発規模を活かし、提供公園の設置や

植栽の充実を図りながら、安全性や防災に配慮した街区計画を推進しまし

た。また、全区画40坪以上の敷地面積に、建物は「邸別設計」を基本と

し、インターネットを利用したホームセキュリティシステムを導入するな

ど、先進のサービスを提供しています。

市場動向：新築住宅着工数
バブル崩壊後の経済の長期低迷の中で、職
住の近接や利便性を重視するなど、住宅の選
択における意識の変化や企業による土地放出
により、都心部でマンション供給が増え、大
都市圏を中心とした都心回帰が進んだ。ま
た、地価下落などの影響で住宅価格が下落し
たことも都心部での住宅所有を促進した。し
かしながら、2007年度の後半には、地価高
騰や建築コストの上昇により住宅価格が上昇
したことなどから、分譲マンションの売れ行
きの二極化が進行し、事業者の在庫リスクが
高まった。ただ、都心部の好立地物件への関
心は依然として高く、立地や商品企画の工夫
により、消費者の潜在的な需要を喚起するこ
とが求められる。
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1,035,598

（出典）国土交通省

（左・左下）「都会の狭
い家」ではない、ゆった
りとした都市型戸建住宅
（下）中央にシンボルツ
リーのエノキを配した提
供公園
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Interview

NTTブランドの信頼性を活かし、

「ウェリス」ブランドの浸透を図ります。

顧客満足度向上にも一層努力します。

常務取締役住宅事業部長

大澤　秀雄

Q1「WELLITH（ウェリス）」ブランドの
強みや特徴は？

「ウェリス」ブランドは2000年に誕生した当社の分譲住宅を

象徴するブランドです。「WELLITH」とは、「WELL」（心地よ

い）と「WITH」（共に）という言葉をアレンジしたもので、“共

に心地よい”暮らしを、という願いを込めています。そのコン

セプトは、「永住性への配慮」「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」の6つのキー

ワードから構成されており、お客さまから「住んで良かった」と

言っていただける高品質なマンションづくりを目指しています。

 当社は分譲事業に参入して9年目と日も浅く、ブランドの浸

透という点ではこれからです。しかしながら、通信事業で長年培

われた「NTT」ブランドの信頼性や、高い建築技術、ＩＴ化など

でNTTグループの総合力を活用できることは当社の強みです。

また、NTTグループが遊休資産の利活用を推進する中で、首都

圏や地方の中核都市における社宅跡地などの分譲用地の取得

が進んでいることも、事業の成長の追い風となっています。

Q2マンション市況の見通しと、
その対応は？

近年は首都圏においても年間7万戸から8万戸という極めて多

数のマンション供給がなされてきましたが、ここにきて4万戸

から5万戸で推移するという厳しい状況になっています。ムー

ド的な市場の冷え込みを考慮すれば、当面はこうした水準、あ

るいはそれ以下で推移するのではないかと認識しています。

 一方で、いわゆる「団塊ジュニア」「団塊ジュニアネクスト」

と呼ばれる35歳前後・30歳前後の方々、さらには買い換えを

希望されるシニア層、こういった方々の潜在的な需要が根強く

あるのも確かです。このようなお客さまのニーズをしっかりと

分析し、ご要望に沿うことができれば、十分に事業展開は可能

であると考えています。

Q3「ウェリス」ブランドの拡大に伴いアフ
ターサービスがさらに重要となります
が、どのように取り組みますか？

当社の物件の管理業務は、エヌ･ティ･ティ都市開発ビルサービ

ス株式会社、NTT都市開発西日本ＢＳ株式会社と連携して進

めており、NTT都市開発グループが一体となり対応を行ってい

ます。また、お客さまの視点に立脚したアフター体制を強化

し、お客さま満足度向上に向け2007年12月に「住宅ＣＳ推

進室」を設置するなど、アフターサービスの充実と、次期商品

へのお客さまの声のフィードバックに取り組んでいます。
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営業収益（億円）

営業利益（億円）
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事業概要
当社グループは、コア事業である不動産賃貸事業の付加価値を高めつ

つ事業領域の拡大を図るため、オフィスビルの建物管理や飲食施設の

運営などの関連事業を行っています。これらの事業を新たな成長分野

の１つと位置付け、今後は不動産関連事業を中心とした新規事業の拡

大を目指していきます。

業績レビュー
その他の事業における2007年度（2008年3月期）の営業収益は

138億45百万円（対前年3億21百万円増）、営業利益9億73百万円

（対前年21百万円増）となりました。これは、2007年1月に事業開始

した連結子会社であるNTT都市開発西日本BS株式会社が2007年度

より通年で業績に寄与したことなどによるものです。

新たな成長分野の開拓※̶ その具体例
ファンドビジネスとアセットソリューションの推進

• ファンドの規模拡大や開発型証券化の推進とともに、不動産の有効活用を通

じたアセットソリューション事業を確立

既存その他事業の拡大

• ビルサービス会社：コア事業拡大に合わせて一層の拡大

• 飲食系会社：オフィスサポートに加え、事業の広がりを目指す

新規事業の拡大

• 不動産関連分野を中心に、積極的に拡大

• 拡大にあたってはM&Aや業務提携も活用

国際事業の推進

• 不動産マーケットのグローバル化への対

応、資産ポートフォリオの拡大・充実に

向け、アジアを中心に、NTTグルー

プとも歩調を合わせつつコア事業

を海外に拡張

※11ページ参照

賃　貸

分　譲 成長分野
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トピックス
不動産証券化ビジネスの状況
2000年にSPC（資産流動化）法が改正され、2001年9月には2つの投

資法人が東京証券取引所に上場、これを機に不動産証券化市場が急速に

拡大しました。当社でも、2006年3月に不動産ファンド「NU－1」の運用

を開始しました。

　不動産ファンドを組成し、運営することで、当社の開発したビルの出口

戦略として活用すること、アセット・マネジメント（AM）／プロパティ・マ

ネジメント（PM）フィーといった安定的な収入を確保すること、さらには、

物件取得や共同事業などのビジネスチャンスを拡大することなどを目指し

ています。

 現在では、首都圏の賃貸物件や、NTTグループから取得した社宅の敷

地等を運用対象とした4つのファンドを運用しています。2007年度末現

在の運用資産（AUM：アセット・アンダー・マネジメント）は約500億円の

規模となっています。また、開発型証券化プロジェクトにも取り組んでお

り、（仮称）NU仙台二日町ビルが2008年5月に着工しました。 不動産証券化の実績（億円）

「NU－1」組み入れ物件のクエストコート原宿
（撮影：ナカサ　アンド　パートナーズ）

（仮称）NU仙台二日町ビル
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■ J リート  
■ J リート以外  
■ J リート以外のうち、リファイナンスまたは
　 転売されたもの

（出典）国土交通省

市場動向：不動産証券化
不動産の証券化に関しては、不動産所有者や
投資家のニーズに応じて、法制度の整備など
制度改善が行われるとともに、証券化のノウ
ハウが蓄積され商品の多様化が進んできた。
近年は、不動産証券化を活用した不動産投資
市場が拡大していることが、不動産の取得を
活発化し、地価の持ち直し傾向の広がりに寄
与。2007年度中に証券化された不動産資
産額は約8.4兆円で、証券化の出口を迎え、
リファイナンスや転売などの案件も増加して
きている。しかしながら、サブプライム住宅
ローン問題により外国資金の動向や資金調
達環境に変化が見られ、今後の不動産市場に
与える影響については注視が必要。
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主要物件一覧

オフィス物件
ビジネス創造の場にふさわしい、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、セキュリティ、情報通信インフラ等、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
世界を舞台にしたビジネス拠点として、ワンフロア
3,250 m2の無柱空間を誇る。
� 所在地／東京都千代田区
� 土地面積／9,361m2

� 建物延床面積／117,618m2

� 規模／地上22階地下5階
� 竣工／1990年6月
� 受賞歴／’91照明学会照明普及賞（優秀照明施設賞）
 ’91商環境デザイン賞（佳作賞）
 ’91SDA賞（システム部門SDA賞）
 ’92建築業協会賞［BCS賞］

大手町ファーストスクエア
マルチメディア時代にふさわしい知的オフィス。
快適さを追求した大手町初のツインタワー。
� 所在地／東京都千代田区
� 土地面積／6,236m2（当社所有持分）
� 建物延床面積／54,284m2（当社所有持分）
� 規模／地上23階地下5階（ウエストタワー）
 地上23階地下4階（イーストタワー）
� 竣工／1992年2月（ウエストタワー）
 1997年5月（イーストタワー）
� 受賞歴／’97優良消防防災システム消防庁長官賞
 ’98北米照明学会国際照明デザイン賞
 （屋外照明部門特別賞）
 ’98 SDA賞（準優秀賞・地区デザイン賞）

シーバンスN館
NTTグループの最先端技術を投入した高度情報化
社会に対応するインテリジェントビル。
� 所在地／東京都港区
� 土地面積／13,144m2

� 建物延床面積／78,488m2

� 規模／地上24階地下2階
� 竣工／1991年1月
� 受賞歴／’91商環境デザイン賞（入選）
 ’91 SDA賞（システム部門奨励賞・シンボル部門奨励賞）
 ’91都市景観大賞（景観形成事例部門）
 ’92建築業協会賞［BCS賞］
 ’93空気調和・衛生工学会　建築設備部門技術賞

グランパーク
オフィスとショッピングゾーン、住居が融合した
「トリプル・コンプレックス」複合ビル。
� 所在地／東京都港区
� 土地面積／14,227m2（当社所有持分）
� 建物延床面積／138,423m2（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／’97 SDA賞（パブリック部門入選）
 ’98緑の都市賞
 （緑の街づくり・施設緑化部門　読売新聞社賞）

東京オペラシティ
芸術文化施設とビジネスゾーンが一体となった
世界にも類を見ないダイナミックな「劇場都市」。
� 所在地／東京都新宿区
� 土地面積／3,831m2（当社所有持分）
� 建物延床面積／33,086m2（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／’00建築業協会賞［BCS賞］（特別賞）
 ’00日本不動産学会（業績賞）

NTT幕張ビル
21世紀の新高度情報通信サービス構築に向けた
R&Dの拠点となる地上26階建ビル。
� 所在地／千葉市美浜区
� 土地面積／40,602m2

� 建物延床面積／170,499m2

� 規模／地上26階地下1階
� 竣工／1993年6月
� 受賞歴／’94インテリジェントアワード（優秀賞）

① ② ③

④ ⑤ ⑥
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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／’03グッドデザイン賞

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
� 受賞歴／’07グッドデザイン賞

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1月

ウェリス上本町
ローレルタワー
� 所在地／大阪市天王寺区
� 規模／総戸数267戸
� 竣工／2008年3月

アーバンネット名古屋ビル
「環境の世紀の次世代ビル･･･人・街・地球にやさしく」を基本コンセプト
にした快適性・省エネ性に優れるワークプレイス。

� 所在地／名古屋市東区
� 土地面積／5,997［950］m2

� 建物延床面積／75,047m2

� 規模／地上22階地下3階
� 竣工／2005年9月
� 受賞歴／’06グッドデザイン賞（建築・環境デザイン部門入選）
 ’06 SDA賞（入選・中部地区奨励賞）
 ’06照明学会照明普及賞（優秀施設賞）
 ’06愛知まちなみ建築賞
※［　　］内は借地面積です。

秋葉原UDX
世界的なITセンターを目指す秋葉原の新しいシンボル。
� 所在地／東京都千代田区
� 土地面積／11,547m2

� 建物延床面積／155,629m2

� 規模／地上22階地下3階
� 竣工／2006年1月
� 受賞歴／’06SDA奨励賞
 ’07SDA大賞（経済産業大臣賞）
※連結子会社の特定目的会社（SPC）が所有する物件です。

⑦

⑧

撮影：
①④ 三輪晃久写真研究所　② ナカサ アンド パートナーズ　③ 門馬金昭　⑤ スタジオ・村井　⑥ 川澄建築写真事務所　⑦ 車田写真事務所　⑧ フォワードストローク
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｢人」「街」「自然」が調和する快適空間を創
造し続けることを社会的な使命と考え、
NTT都市開発ならではのCSR経営を追求
しています。

CSR（企業の社会的責任）

私たちNTT都市開発は、街をつくる「人」、人にエネルギーを
与える「街」、そして人と街に安らぎを与える「自然」の3つのファ
クターが調和する快適な都市空間づくりこそ、自らの社会的責
任だと考え、1986年の設立以来、事業活動を通じて様々な取
り組みを行ってきました。
　CSR経営の基盤になっているのは、2006年7月に定めた
「NTT都市開発CSR基本方針」です。これを社内で浸透・定
着させるために、CSR研修、全社員へのアンケート調査、社員
の声の分析、ベンチマーク調査などを実施しました。さらに
2007年度には、2010年度に向けた「CSR経営アクションプ
ラン」を制定、目標設定と実践を中心とした行動計画書を策定
してこれを事業活動を通じて実践し、定期的なレビューも行っ
ています。その成果の1つとして、2008年5月には、社会貢献
活動の方向性を示す「NTT都市開発 社会貢献活動方針」を定
め、公表しました。
　当社のCSR経営の中核は、ステークホルダーの皆さまとの
より良い関係を築きながら、「We Create Harmony.」のコー
ポレートスローガンのもと、事業活動を真摯に進めていくこと
であり、現在進めているアクションプランを着実に実施してい
くためには、社員のCSR意識向上と結束が不可欠です。このた
め、2007年度に計19回の「全社員キャラバン」を各地で実施
し、グループワークを通じて具体的なアイデアを社員に募り、
行動計画に反映させています。「NTT都市開発グループ中期
経営計画2010」の達成に向けて、社員一人ひとりの意識をさ
らに高め、CSR経営を推進していきます。

CSRホームページ
ステークホルダーとのより良いコミュニケーションを目指した
サイトの充実に取り組んでいます。2006年度より毎年発行し

ているCSR報告書を掲載す
るほか、最新情報もご覧いた
だけます。

http://csr.nttud.co.jp/

CSR経営方針体系図

CSR基本方針
・ 環境方針
・ 社会貢献活動方針

・ 企業理念
・ 経営姿勢
・ 行動指針

コーポレート・ガバナンス
企業倫理・コンプライアンス
人権尊重、情報公開など

NTT都市開発
ならではのCSR

基本的
CSR

 人と街のHarmony
メセナアワード2007受賞
当社を含めた事業者5社が協賛している東京オペラシティ文化
財団が平成19年度の「メセナアワード2007企画運営賞」を
受賞しました。
　「メセナアワード」は、社団法人企業メセナ協議会が、芸術
文化の振興に貢献した企業や企業財団の優れたメセナ活動を
表彰するもので、昨年で17回目。今回の受賞は、東京オペラシ
ティ文化財団が、作曲コンクール「武満徹作曲賞」や音楽フェ
スティバル「コンポージアム」を毎年開催して若手音楽家を育
成するなど音楽環境の充実をはかっていること、さらにアート
ギャラリーでの様々なプロジェクトなど、これまでの活動が評
価されたものです。
多様な文化芸術活動を支える「劇場都市」
東京オペラシティは、文化、商業、ビジネス施設が一体となっ
たひとつの「街」です。なかでも文化施設は、クラシック音楽を
上演するコンサートホールや舞台芸術を上演する新国立劇場
をはじめ6つの劇場・ホールと、近現代美術を展示する2つの
ギャラリーが凝縮する「劇場都市」として、世界中から高い評
価を得ています。

ホール内の高い天井はユニークな変
形ピラミッド型で、内装には振動体・
共鳴体として優れている天然木を使
用。ホールをひとつの大きな楽器とと
らえて設計されています。当社は、東
京オペラシティの建設プロジェクトに
参画しただけでなく、当財団を支援す
る企業の一員として、この10年間、そ
の文化芸術活動を支えています。

コンサートホール「タケミツ メモリアル」
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 街と自然のHarmony
環境保全活動の成果
NTTグループの一員として、また不動産という事業の特性を考
慮して、①ビル運用における温暖化防止、②オフィス活動など
における紙資源節減、③建設廃棄物の削減、の3点を環境目標
として掲げ、達成に向けた取り組みを進めています。2010年
度に向けては環境負荷低減施策の実施により、稼動面積当た
りのCO2 排出量（排出原単位）で2003年度比マイナス9％の
目標を2006年度に設定し、その達成を目指しています。

NTT都市開発のCO2 排出削減目標

ヒートアイランド緩和への取り組み
近年大きな問題となっている都市部のヒートアイランド現象に
関して、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。
　このシステムは、2006年、当社が所有する「アーバンネッ
ト三田ビル」（東京都港区）において、株式会社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
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あることを確認しました。これらの結
果を踏まえ、自社所有ビルへの展開を進めています。

 社員と社会のHarmony
アキバの清掃活動に参加
当社の本社がある秋葉原。世界的にも名の知れた秋葉原の安
心と安全を高め、街に笑顔を創出する「Akiba Smile プロジェ
クト」が進行中です。実施主体は、千代田区、地域住民、地元関
係団体などで設立された秋葉原タウンマネジメント株式会社
で、ボランティアにより毎週日曜日に行われる清掃・パトロール
がプロジェクトの中心となっています。当社社員もこの活動に
参加し、地元秋葉原の魅力を維持・向上させるために協力して
います。
　なお、秋葉原タウンマネジメントは、秋葉原駅前の再開発を
機に2007年12月に設立された会社で、当社も同地域の開発
事業者の1社として出資しています。

「幕チャリ」のフリーマーケット
千葉市美浜区の幕張エリアで2008年5月に行われた「幕チャ
リ」（幕張チャリティ・フリーマーケット）に、当社の社員が持ち
寄った品物を寄付しました。幕張地区には当社が所有する
「NTT幕張ビル」があり、地元への協力の一環として幕張新
都心まちづくり協議会の依頼に応えたものです。
　「幕チャリ」は神田外語大学の学生を中心とするボランティ
ア団体が主催するイベントで、寄付品は同大学のキャンパスで
学生が販売し、売上金は非営利民間の社会事業団体へ寄付さ
れました。当日はフリーマーケットのほか、学生たちによるフラ
ダンスなどもあり、楽しく、活気に満ちあふれた会場でした。

収穫されたサツマイモ

秋葉原タウンマネジメント
http://smile.akibatmo.jp/

フリーマーケット風景

※ 2011年3月期は、07年3月期以降新規稼動するビルのCO2排出量を加味していません。

対象範囲：当社保有ビルとし、共同所有のビルについては当社持分のみを対象としています。

「緑化で屋上の表面温度を大幅に下げ
られます」
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コーポレート・ガバナンス／CSR経営体制
社会の一員としての社会的責任を強く自覚し、コーポレート・

ガバナンス、CSR経営体制の充実を図るとともに、リスクマネ

ジメント・企業倫理・コンプライアンスの徹底に取り組み、企業

価値の向上に努めています。

コーポレート・ガバナンス
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います。

 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

なステークホルダー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）を充実させて

います。

 当社では監査役制度を採用しており、会社法に定められてい

る株主総会、取締役会、監査役会、会計監査人を設置していま

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います。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います。

 2007年度（2008年3月期）における取締役会は、取締役

15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、または重要事項を決定し、取締役の職務の執

行を監督しています。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に開催しています。

 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

行っています。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、取締役の

職務執行状況を監査し、業務及び財産の状況を調査してい

ます。

 なお、2008年6月19日現在の取締役会は取締役16名

（うち社外取締役１名）、監査役会は監査役４名（うち社外監

査役４名）で構成されています。

CSR経営体制
当社は、CSR（企業の社会的責任）への取り組みを重要施策の

1つとして認識し、2005年12月に組織横断的な推進組織とし

てCSR推進室を設置しました。また、CSR担当役員を委員長

とするCSR委員会を定期的に開催し、CSR基本方針の策定、

年間のCSR活動計画、CSR経営アクションプランの策定など

を幅広く検討して、CSR活動を全社的に推進しています。

コーポレート・ガバナンス／CSR経営体制

株　主

取締役会

経営管理・リスクマネジメント
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内部統制
当社では、取締役会の監督、監査役会の監査の下、社長が内部

統制システムを構築・整備し、職務を執行しています。

2006年5月の会社法施行に伴い、まず「内部統制システムの

基本方針」を同月の取締役会において決議しました。さらに内

容の充実を図る観点と、金融商品取引法遵守、反社会的勢力

排除の方針を明確にする観点から、2007年3月と2008年

3月に改定を行いました。

 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などに対応す

るため、2007年3月に内部統制委員会を設置し、対応に努め

ています。

「内部統制システムの基本方針」（2008年3月改定）

・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

・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

・損失の危険の管理に関する規程その他の体制

・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

・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

・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

・取締役及び社員が監査役に報告をするための体制その他の監査役

への報告に関する体制

・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

リスクマネジメント
当社では、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

ことで、より適切で大胆な経営判断を行うことができるものと

考えています。

 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」を制定し、事業を取り巻く様々なリ

スクに対する的確な管理・実践を通じ、事業の継続と安定的発

展を確保することにしました。

 リスクマネジメントの徹底については、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、土壌汚染をはじめとする環境リスクなど、

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い

ます。

企業倫理・コンプライアンス
企業倫理・コンプライアンスについては、その方針を審議する

企業倫理推進委員会を設置するとともに、研修の実施、社員向

けの相談窓口開設など、体制確立に向けた取り組みを行ってい

ます。

社外役員に関する事項
当社は、幅広い経営的視点を取り入れるため、社外取締役1名

と社外監査役4名を起用しています。このうち1名ずつを

NTTから招聘しています。NTTは当社の株式を67.3%保有す

る親会社ですが、社外役員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います。

役員報酬
当社は、業績連動型報酬制度を導入しており、取締役の報酬は

月額報酬と賞与から構成されています。月額報酬は役位ごとの

役割の大きさや責任範囲等に基づいて支給し、賞与について

は業績等を勘案の上、決定しています。

　また、月額報酬のうち一定額以上を拠出し、役員持株会制度

を通じて自社株式を取得するとともに、在任中はその株式を保

有する仕組みを導入しています。

2007年度（2008年3月期）における取締役及び監査役の報酬額

区　分 支給人員 支給額

取締役（うち社外取締役） 15名（１名） 317百万円（－）

監査役（うち社外監査役） ４名（４名） 51百万円（51百万円）

合　計 19名 369百万円
（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. 取締役及び監査役の報酬限度額については、2007年6月21日開催の第22期定

時株主総会において、取締役の報酬限度額を年額４80百万円以内、監査役の報酬
限度額を年額80百万円以内と決議いただいております。

 ３. 取締役の報酬額には、年度中の役員賞与66百万円が含まれています。
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役　員 (2008年6月現在)

三ツ村　正規
代表取締役社長

榎　彦左エ門
常勤監査役

中野　 一 角地　德久 前川　俊夫
監査役

村岸　公人
特命事項担当

代表取締役常務

三宅　広人
ソリューション
営業本部長

常務取締役
若泉　征也
ＣＳＲ担当
東海支店担当
九州支店担当
北海道支店担当

飼手　道彦
ビル事業本部長

大澤　秀雄
住宅事業部長

徳永　英樹
中国支店長

取締役
伊藤　彰敏
関西支店長

奥田　孝浩
経営企画部長
財務部担当

西村　善治
開発推進部長

篠田　智
ソリューション
営業本部副本部長
ソリューション
営業本部第一
ソリューション
部長

長谷川　和弘
ソリューション
営業本部副本部長
ソリューション
営業本部ファンド
ビジネス部長

飯嶋　弘士
ビル事業本部
副本部長
ビル事業本部事業
企画部長

中原　志郎
総務部長

三田　清
相談役

伊藤　正三
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組織図 (2008年4月現在)
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経営者による経営成績及び財政状況等の分析

経営環境の分析
2008年3月期におけるわが国経済は、前半は、好調な企業収益に支えられ、設備投資が堅

調に推移し、個人消費の持ち直しの兆しが見られるなど、景気の拡大基調を維持してきまし

た。後半は、サブプライム住宅ローン問題から端を発した米国経済の減速等から、わが国経

済においても景気の後退リスクが高まりました。また、原油価格の高騰が続くなど、景気の

動向は先行き不透明な状況にあります。

　賃貸オフィス市場においては、企業のオフィス需要は旺盛であり、東京都心部の大型ビル

については、空室率が低い水準で推移するとともに、平均賃料が上昇するなど、市場は拡大

基調を維持しております。一方、マンション分譲市場においては、地価高騰や建築費用の増

加に伴う物件価格の上昇が続く中で、エリアや商品企画による物件の選別化傾向が顕著とな

り、特に郊外や交通利便性の劣る地域では販売が長期化する等の影響がみられます。

　このような状況の中、2008年3月期における経営成績は、コア事業である不動産賃貸事

業および分譲事業の拡大等により、四期連続の増収増益となり、営業収益は138,206百万

円（前期比9,990百万円増）、営業利益は28,718百万円（前期比3,627百万円増）、経常

利益は26,196百万円（前期比3,258百万円増）、当期純利益は、14,758百万円（前期比

1,762百万円増）となりました。

営業収益
2008年3月期における営業収益は138,206百万円であり、前期比9,990百万円増（同

7.8%増）となりました。これは主には、不動産賃貸事業において、新規物件の稼働増や既存

ビルの賃料更改等による収益が増加したことや、分譲事業において、一戸あたりのマンショ

ン販売価格が前期と比べて高額であったことによるものです。

営業総利益
2008年3月期における営業原価は96,042百万円であり、前期比4,260百万円増（同

4.6％増）となりました。これは主には、不動産賃貸事業におけるビルの維持管理に係わる

費用の増加や、分譲事業の拡大に伴い営業原価が増加したことによるものです。

　以上の結果、2008年3月期の営業総利益は42,163百万円、前期比5,729百万円増（同

15.7％増）となりました。

営業利益
2008年3月期の販売費及び一般管理費は13,445百万円であり、前期比2,102百万円増

（同18.5％増）となり、その結果、2008年3月期の営業利益は28,718百万円、前期比

3,627百万円増（同14.5％増）となりました。

経常利益
2008年3月期の営業外収益は2,801百万円、前期比951百万円増（同51.4％増）となり、

営業外費用は5,323百万円、前期比1,320百万円増（同33.0％増）となりました。

　これは主には、ユーディーエックス特定目的会社の持分法による投資利益2,133百万円を

営業外収益に計上したことや、支払利息5,036百万円を営業外費用に計上したことによるも

のです。

　以上の結果、2008年3月期の経常利益は26,196百万円、前期比3,258百万円増（同

14.2％増）となりました。

経営成績の分析
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税金等調整前当期純利益
2008年3月期の特別利益は743百万円、前期比437百万円増（同143.0％増）となり、特

別損失は1,929百万円、前期比497百万円増（同34.7％増）となりました。これは主には、

厚生年金基金の代行返上益664百万円を特別利益に計上したことや、固定資産除却損

1,724百万円を特別損失に計上したことによるものです。

　以上の結果、2008年3月期の税金等調整前当期純利益は25,010百万円、前年同期比

3,198百万円増（同14.7％増）となりました。

当期純利益
2008年3月期における法人税等及び法人税等調整額は10,252百万円、前年同期比

1,436百万円増（同16.3%増）となりました。

　以上の結果、2008年3月期の当期純利益は14,758百万円、前年同期比1,762百万円増

（同13.6%増）となりました。

不動産賃貸事業
不動産賃貸事業につきましては、アーバンネット大手町ビル（東京都千代田区）や大手町

ファーストスクエア（東京都千代田区）等の東京都心部を中心とした既存物件において、賃

料改定等により賃貸収入が増加し、増収となりました。新規物件については、2007年3月に

組成したＮＵ－3ファンドおよびＮＵ－4ファンドが保有する物件からの賃料収入等により、

増収となりました。

　2008年3月には、収益基盤を強化するため、秋葉原UDX（東京都千代田区）を保有する

ユーディーエックス特定目的会社の優先出資証券を追加取得し、連結子会社としました。本

特定目的会社を連結対象としたことに伴い、2009年3月期より連結収益の増加を見込んで

おります。

　なお、新規ビルの開発事業については、2007年4月に着工し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）は2009年3月末の竣工を目指し、順調に進捗して

おります。大阪駅北地区先行開発区域（A・B・Cブロック）の開発プロジェクトについては、

2007年6月に用地の引渡しが行われ、2008年2月には都市計画が決定されました。また、

京都四条烏丸における開発プロジェクトは、2007年9月に施行された京都市の新景観条例

への対応を図りつつ進めており、2010年の竣工を目指しております。

　以上の結果、不動産賃貸事業における2008年3月期の営業収益は89,917百万円（前期

比4,604百万円増）となりました。営業費用は、減価償却費の減があったものの、ビルの維

持管理に係わる費用増等により、63,891百万円（前期比1,764百万円増）となりました。

営業利益は26,025百万円（前期比2,840百万円増）となり、営業利益率は前期の

27.2%から、当期は28.9%へ改善しました。

事業の種類別セグメントの状況
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分譲事業
分譲事業においては、用地の特性に応じた商品企画と、地域での販売力のある事業者との協

業により、当社のマンションブランドである「WELLITH（ウェリス）」の拡大をはじめ、立地

に応じた宅地販売や戸建て分譲など、商品の多様化に取り組み、増収となりました。

　首都圏においては、ウェリス麻布狸穴（東京都港区）やウェリス川越六軒町（埼玉県川越

市）等の分譲マンション、埼玉県入間市や東京都大田区等における宅地分譲に取り組み、収

益を計上しました。また、ウェリスシティ大森タワー（東京都大田区）、ウェリス南船橋（千葉

県船橋市）等の販売を行いました。

　その他の地域においては、ウェリス上本町ローレルタワー（大阪市天王寺区）、ウェリス・

ジオ千里佐竹台（大阪府吹田市）等の分譲マンション、ウェリスパーク新宮 杜の宮（福岡県

糟屋郡）等の宅地分譲や、ザ・シーズンズ高槻（大阪府高槻市）において初の戸建て分譲に取

り組み、収益を計上しました。また、ウェリス高槻パークスクエア（大阪府高槻市）やグラン

ウェリス持田（愛媛県松山市）等の販売を行いました。

　以上の結果、分譲事業における2008年3月期の営業収益は38,415百万円（前期比

5,735百万円増）となりました。営業費用は、分譲事業の拡大に伴う営業原価の増等によ

り、31,821百万円（前期比4,370百万円増）となりました。営業利益は、6,593百万円（前

期比1,364百万円増）となり、営業利益率は、前期の16.0%から、当期は17.2%へ改善しま

した。

その他の事業
当社グループは、その他の事業として、不動産賃貸事業に関連して、オフィスビルの建物管理

や冷暖房供給、オフィスの模様替え工事等のテナント要望による賃貸ビルの工事、オフィス

ビルのサービス付帯設備として飲食施設の運営等の事業を行っております。その他の事業に

おける2008年3月期の営業収益は13,845百万円（前期比321百万円増）、営業利益

973百万円（前期比21百万円増）となりました。これは、2007年1月1日に事業開始した連

結子会社であるNTT都市開発西日本ＢＳ株式会社が2008年3月期より通期で業績に寄与

したこと等によるものです。
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’04 ’05 ’06 ’07 ’08

384

0

100

200

300

400

（3月期）

その他事業営業収益（億円）

’04 ’05 ’06 ’07 ’08

138

0

30

60

90

120

150

（3月期）



35

財務セクション

不動産賃貸事業
当社グループでは、賃貸事業用物件の価値判断の指標として、NOI（注）を重視しております。

　2008年3月期のNOIについては、全国では52,748百万円（前期比2,243百万円増）と

なりました。東京都心部ならびに東京都その他及び周辺都市部においては、主に東京都心部

における既存ビルの賃料更改が進んだことにより、30,146百万円（前期比1,113百万円増）

となりました。地方都市部においては、NTTグループから取得した分譲用地等の地代収入の

増等により、22,601百万円（前期比1,130百万円増）となりました。

　当社グループ保有物件のNOIは以下のとおりです。

（注）NOI（Net Operating Income：純収入）＝不動産賃貸収入－不動産賃貸原価＋減価償却費（長期前払費用を含む）

主要ビル別NOI

ビル名 所在地 主要用途
2007年3月期
（百万円）

2008年3月期
（百万円）

アーバンネット大手町ビル 東京都千代田区 オフィス 5,507 5,845

大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 オフィス 4,508 4,902

NTT幕張ビル 千葉市美浜区 オフィス 2,220 2,371

グランパーク 東京都港区 オフィス 4,051 4,054

シーバンスN館 東京都港区 オフィス 2,644 2,933

東京オペラシティ 東京都新宿区 オフィス 1,676 1,845

アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 オフィス 1,054 1,046

アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 オフィス 487 532

城北ビル（注） 名古屋市北区 その他 388 521

アーバンネットCSビル 名古屋市中区 オフィス 349 340

アーバンネット静岡ビル 静岡市葵区 オフィス 314 293

アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市葵区 オフィス 387 404

アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 オフィス 107 108

アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 オフィス 426 429

アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス 2,464 2,386

NTT大阪中央ビル 大阪市中央区 オフィス 431 411

アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 オフィス 443 399

アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 オフィス 336 329

アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 オフィス 452 461

アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 オフィス 416 412

アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 オフィス 362 379

NTTクレド基町ビル 広島市中区 商　業 3,849 3,732

NTTクレド白島ビル 広島市中区 オフィス 842 786

NTTクレド岡山ビル 岡山県岡山市 オフィス 567 564

NTT－Tビル 福岡市中央区 商　業 2,149 2,160

NTT－KFビル 福岡市中央区 オフィス 319 326

アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 オフィス 223 273

エムズ大通ビル 札幌市中央区 オフィス 426 396

エムズ南22条ビル 札幌市中央区 オフィス 111 122

アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 オフィス 796 767

その他の物件　計 ̶ ̶ 12,186 13,207

合計 　 　 50,504 52,748

（注）名古屋三越O・Sセンターは2007年12月1日、城北ビルに名称変更しました。

その他の重要な経営指標

NOI（億円）
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分譲事業
2008年3月期のマンション引渡戸数は、前期の670戸に対して625戸となりました。な

お、この引渡戸数には、ホテルとして一棟売却を行った物件は含まれておりません。

　分譲事業における種類別・地域別の状況は以下のとおりです。

区分
2007年3月期 2008年3月期

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  469  18,167  212  12,299

その他の地域  201  7,531  413  18,020

　完成在庫  22  —  146  —

宅地分譲等

　引渡数 首都圏  193  4,726  164  3,474

その他の地域  39  2,255  164  3,331

　完成在庫  4  —  2  —

マンション／
宅地分譲等合計

　引渡数 首都圏  662  22,893  376  15,773

その他の地域  240  9,786  577  21,351

　完成在庫  26  —  148  —

その他

　引渡数 首都圏  —  —  —  —

その他の地域  —  —  1  1,289

　完成在庫  —  —  —  —

総合計（収益）  —  32,680  —  38,415

（注）1. 共同事業物件は当社事業割合に応じた戸数を記載し、小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、2007年3月期は4戸、2008年3月期は21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

には契約済み未引渡しの物件が1区画含まれています。また、2008年3月期における宅地分譲等の引渡数のうち2件
（362百万円）は土地の一括売却によるものです。

 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、栃木県を指します。
 5． 2008年3月期における「その他」は、ホテルの一棟売却によるものです。

連結貸借対照表の状況
2008年3月期末において資産、負債及び純資産は2007年3月期末に比べ増加いたしまし

た。

（資産の状況）

資産の部は900,325百万円（前期比318,476百万円増）となりました。

　流動資産は150,037百万円（前期比55,184百万円増）となりました。これは、分譲事業

用地の仕入の増加等によるたな卸資産の増加39,914百万円等によるものです。

　固定資産は750,287百万円（前期比263,292百万円増）となりました。これは、ユー

ディーエックス特定目的会社の保有する土地および建物等（230,100百万円）を連結対象

に含めたこと、ならびに大阪駅北口先行開発区域（A・B・Cブロック ）や大手町一丁目第一

種市街地再開発事業（第一次再開発事業）等の積極的な投資を行ったことによる有形固定

資産の増加274,617百万円等によるものです。

財務状態の分析

総資産（億円）
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（負債の状況）

負債の部は722,356百万円（前期比265,677百万円増）となりました。

　流動負債は127,406百万円（前期比31,249百万円増）となりました。これは、1年以内

返済予定の長期借入金の増加18,929百万円、コマーシャルペーパーの発行10,000百万円

等によるものです。

　固定負債は594,949百万円（前期比234,427百万円増）となりました。これは、積極的

な投資等の推進のための長期借入金の増加79,809百万円、ユーディーエックス特定目的会

社の連結子会社化等による社債の増加55,571百万円、長期繰延税金負債の増加

56,973百万円等によるものです。

（純資産の状況）

純資産の部は177,969百万円（前期比52,799百万円増）となりました。これは、利益剰余

金の増加11,466百万円、ユーディーエックス特定目的会社の連結子会社化等に伴う少数株

主持分の増加41,495百万円等によるものです。

キャッシュ・フローの状況
2008年3月期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、2007年3月期

末に比べ12,846百万円増加し、2008年3月期末には15,101百万円となりました。なお、

2008年3月期におけるフリー・キャッシュ・フローは、72,192百万円のマイナス（前期比

34,120百万円減）となりました。

　2008年3月期末における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果増加した資金は、税金等調整前当期純利益25,010百万円、減価償却費

23,246百万円、仕入債務の増6,425百万円等による資金の増加に対し、分譲事業拡大に

伴う用地取得や仕掛物件の増等によるたな卸資産の増加39,933百万円、法人税等の支払

い額8,257百万円等による資金の減少があったことにより、5,700百万円（前期比

10,777百万円増）となりました。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は77,893百万円（前期比44,898百万円増）となりました。

これは主には、大阪駅北口先行開発区域（A・B・Cブロック）や大手町一丁目第一種市街地

再開発事業（第一次再開発事業）等の開発事業の推進に伴う有形固定資産の取得

74,892百万円、ならびにユーディーエックス特定目的会社の優先出資証券の追加取得によ

る連結範囲の変更を伴う関係会社有価証券の取得10,810百万円等による資金の減少に対

し、有形固定資産の売却5,753百万円等による資金の増加があったことによるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果増加した資金は、85,038百万円（前期比64,215百万円増）となりまし

た。これは主に、分譲事業用の用地仕入れや積極的な投資等による資金需要に対する長期借

入れによる収入125,000百万円、コマーシャルペーパーの発行10,000百万円等による資

純資産（億円）
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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」（企業会計基準適用指針第
8号）を適用しています。
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金の増加に対して、長期借入金の返済26,261百万円、社債の償還による支出12,300百万

円等による資金の減少があったことによるものであります。

　なお、2008年3月期末における有利子負債は、451,849百万円（前期比158,779百万

円増）となりました。

資本政策
2008年3月期においては、設備投資や出資、たな卸資産の取得等を積極的に推進してお

り、これらの資金需要に対して、金融機関からの借入やコマーシャルペーパーの発行等により

資金調達を行いました。今後の投資活動やたな卸資産の取得等のための資金需要に対する

資金調達手段の柔軟性を確保するため、ムーディーズ・インベスターズ・サービスおよび

(株)格付投資情報センターより格付を取得しており、現行の格付け水準の維持に努める考え

です。

　なお、2008年3月31日現在、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・サービス及び(株)格付投資情報センター

より以下のとおり格付けを取得しております。

ムーディーズ 格付投資情報センター
 コマーシャルペーパー Ｐ－1  ａ－1+
 社債 Ａａ3 ＡＡ－

　また、当社は財務の健全性の確保を図る指標として、D/Eレシオ（注）を重視しています。

2008年3月期は、積極的な投資に伴い、D/Eレシオは約2.5倍となりましたが、中期的には

2.3倍程度とすることを目標としています。

（注）D/Eレシオ＝有利子負債÷（自己資本＋少数株主持分）

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て設備投

資を実施しております。

　2008年3月期の連結会計年度における設備投資の内訳は次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称 2008年3月期（百万円）

不動産賃貸事業 76,458

分譲事業 5

その他の事業 24

計 76,489

全社 224

合計 76,713

　不動産賃貸事業における主な設備投資は、大阪駅北地区先行開発区域（A・B・Cブロッ

ク）の開発プロジェクト31,434百万円、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）9,748百万円の投資等であります。

　なお、その他の投資として、ユーディーエックス特定目的会社の優先出資証券の追加取得

16,440百万円等を実施し、全体の投資額は93,367百万円となりました。

投資額（億円）
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経営上の重要な契約等
当社は、2008年3月4日開催の取締役会において、ユーディーエックス特定目的会社の優先

出資証券の追加取得をすることを決議し、2008年3月17日付けで優先出資譲渡契約を締

結しました。これに伴い、同社は当社の特定子会社に該当することとなりました。

(1）優先出資証券の追加取得の理由

当社は、ユーディーエックス特定目的会社（以下「本特定目的会社」という。）の優先出

資証券の50％を保有しておりましたが、本特定目的会社が保有し、当社がアセットマネ

ジメント等を行う「秋葉原UDX」ビルの事業性を考慮し、当社のコア事業である不動産

賃貸事業の強化に資するため、事業パートナーである鹿島建設株式会社より、同社の保

有する優先出資証券を取得いたしました。これにより、当社の所有割合は60％となりま

した。

　その結果、本特定目的会社は、当社の持分法適用関連会社から連結子会社となりまし

た。また、本特定目的会社の優先資本金および特定資本金の額が当社の資本金の額の

100分の10以上に相当するため、本特定目的会社は当社の特定子会社に該当すること

となりました。

(2）特定子会社の概要

① 名　称 ユーディーエックス特定目的会社

② 資本金 14,100百万円（特定資本金 10万円、優先資本金 14,100百万円）

③ 事業の内容　　資産の流動化に関する法律に基づく資産流動化計画に従った特定資

産（秋葉原UDX）の管理・処分等

配当政策
当社における利益配分につきましては、不動産事業は長期的な視点に立った事業運営を行う

ことを基本とすることから、長期かつ安定的な利益還元に努めるとともに、将来の企業価値

向上を図るための必要な原資として内部留保の充実を図ることを基本方針としております。

　また、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

産への投資に充当することとしております。

　当期の配当については、当期業績が過去最高水準となったことや、2010年度を最終年度

とする中期経営計画（2007年11月発表）における成長戦略の推進により、中長期的な内部

留保の拡大が見込まれること等を総合的に勘案し、1株あたり年間配当金を前期比200円増

の1,200円としました。当期の中間配当については1株あたり500円を実施済みであること

から、当期の期末配当金は1株あたり700円としました。

　また、2009年3月期につきましては、当期と同じく1株あたり年間配当金は1,200円と

し、中間配当金、期末配当金をそれぞれ600円とする予定であります。
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事業等のリスク

以下において、当社グループの事業展開上のリスク要因となる可能性

があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしも事業

上のリスクに該当しない事項についても、投資判断あるいは当社の事

業活動を理解する上で重要と考えられる事項については、投資者に対

する積極的な情報開示の観点から記載しております。

当社グループの事業に関するリスクについて
(1）一般リスク

① 不動産賃貸事業に関するリスクについて

　当社グループは、2008年3月期における連結営業収益の

63.2％を不動産賃貸事業収益で占めております。不動産賃貸

事業は景気動向等に影響を受けやすい傾向があり、不動産市場

における需給悪化による空室率の上昇や賃料相場の下落は、当

社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。また、主

要テナントの資力、退去又は利用状況等によっては、不動産の

稼働率が低下し保有する事業用不動産から得られる収益が大

きく影響を受けるおそれがあります。

② 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。

③ 資産価格の下落について

　当社グループでは、事業用不動産の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。また、2009年3月期より、「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（2006年7月5日）を適用いたしま

す。今後の不動産市況の悪化等により事業用不動産に対する減

損処理、および分譲事業用のたな卸資産に対する評価減が必要

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。

　また、当社グループは投資有価証券等の固定資産を保有して

おりますが、今後の経済情勢等の変化等により当社グループが

保有する資産の価値が下落した場合には、評価損の発生により

当社グループの業績に影響が生じる可能性があります。

④ 有利子負債残高の影響について

　2008年3月期末の連結有利子負債残高451,849百万円

は、そのほとんどは固定金利での調達となっておりますが、今

後、市中金利が大幅に上昇した場合には、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（ペイオフを含

む）、当社の格付の低下等の事由により制約を受けることがあ

ります。

⑤ 営業活動によるキャッシュ・フローについて

　当社グループは分譲事業の拡大のために積極的な用地仕入

れを行っており、たな卸資産が増加傾向にあります。そのため、

営業活動によるキャッシュ・フローは、用地仕入れの影響により

変動しやすい状況にあります。2008年3月期末における営業

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

25,010百万円、減価償却費23,246百万円等による資金の

増加に対し、たな卸資産の増加39,933百万円等による資金

の減少があったことにより、5,700百万円（前期比10,777百

万円増）の資金の増加となりましたが、今後のたな卸資産の増

加等により、将来の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナ

スとなる可能性があります。

⑥ 不動産関連法規の制改定に関するリスクについて

　当社グループは、不動産関連法規の規制を受けており、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。

⑦ 取引先の与信リスクについて

　取引先の選定にあたっては事前の与信調査を可能な範囲で

行っていますが、通常予測し得ない何らかの事情により取引先

の与信が低下したことにより、債権回収の不調等による経済的

損失が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能

性があります。

(2）事業リスク

① 開発案件の投資判断に関するリスクについて

　当社グループ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を推進しております。その投資判断に

あたっては、対象不動産に対する法令・権利・立地条件・市場調

査等の確認を行ったうえで、建築計画、事業収支計画を策定

し、事業性判断を行うための社内会議を経て、取締役会等で意

思決定しており、新規開発案件の投資判断の誤りによる経済的

損失の発生及び社会的信用の低下することのないよう努めて

おります。しかしながら、景気動向や不動産市場における需要

の悪化等により投資の採算性が低下し、当社グループの業績に

影響を与える可能性があります。

② 売買・工事請負契約に関するリスクについて

　売買契約や工事請負契約については、契約書類の未整備や

契約書の条項の不備などによる経済的損失の発生や損害賠償

責任の発生及び社会的信用の低下などが当社グループの業績
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に影響を及ぼす可能性があります。これに対しては、契約審査

用チェックシート等を用いたチェックを実施することにより、事

前のリスクの予防・回避に努めています。

③ ビル管理業務等について

　当社グループの保有している賃貸用建物については、定期的

な点検や保守等を可能な範囲で実施しておりますが、建物の毀

損・劣化及びそれを原因とする劣化や設備の故障等による事故

等が発生した場合には、経済的損失の発生、損害賠償責任の発

生及び社会的信用の低下など、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、大規模な地震や洪水等の自然災害、火災、事故やテロ

等により、保有している賃貸用建物が毀損、滅失又は劣化する

等の被害が発生した場合には、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性が生じます。これに対しては、事業継続計画（ＢＣ

Ｐ）を策定し、被害の拡大を防ぎ、経済的損失を最小限に抑え

るよう努めております。

NTT及びそのグループ会社との関係について
(1）NTTを中心とした企業グループ（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、または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2008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。

(2）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おり

ます。

　なお、不動産賃貸事業（単体）におけるNTTグループとの取引状況

は以下のとおりです。

　 2007年3月期 2008年3月期

不動産賃貸事業収益（百万円） 84,985 89,380

NTTグループからの収益（百万円） 23,776 25,144

NTTグループからの収益／
不動産賃貸事業（％） 28.0 28.1

(3）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。

(4）NTTグループからの独立性確保の状況について

当社は、NTTグループの中で不動産事業を全国規模で行う企業とし

て、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。前（1）

から（3）に記載のとおり、親会社からの一定の独立性は確保されてい

るものと考えております。

株式会社の支配に関する基本方針について
当社としては、親会社の議決権の所有割合が50%を超えている状況

に鑑みて、株式会社の支配に関する基本方針を特段定めておらず、現

時点での買収防衛策導入もしておりません。
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連結貸借対照表

百万円
千米ドル 
（注記 3）

2007 2008 2008

資産

流動資産：

 現金及び現金同等物（注記 7） ¥ 2,255 ¥ 15,101 $ 150,727

 定期預金及び短期投資 23 2,223 22,187

 受取手形及び営業未収入金（注記 7） 6,271 6,009 59,984

 貸倒引当金 (1) (0) (2)

 たな卸資産（注記 4及び 7） 82,745 122,660 1,224,277

 繰延税金資産（注記 13） 725 1,172 11,702

 その他（注記 7） 2,832 2,870 28,653

  流動資産合計 94,853 150,037 1,497,530

有形固定資産（注記 7）：

 建物及び構築物 612,506 690,561 6,892,515

 機械装置及び運搬具 13,798 13,798 137,727

 工具、器具及び備品 13,277 13,702 136,766

 土地 101,723 333,183 3,325,516

 リース資産（注記 8） — 870 8,690

 建設仮勘定 14,083 246 2,461

  小計 755,390 1,052,363 10,503,675

 減価償却累計額 (320,637) (342,992) (3,423,422)

  有形固定資産合計 434,753 709,370 7,080,254

投資その他の資産：

 投資有価証券（注記 5） 20,422 14,637 146,093

 長期前払費用（注記 7） 20,070 19,630 195,936

 無形固定資産（注記 7） 1,703 1,817 18,142

 繰延税金資産（注記 13） 3,301 97 970

 その他（注記 5） 6,749 4,739 47,304

 貸倒引当金 (5) (5) (51)

  投資その他の資産合計 52,242 40,917 408,396

資産合計 ¥581,848 ¥ 900,325 $ 8,986,182

連結財務諸表の注記を参照のこと

NTT 都市開発株式会社
2007年及び2008年3月31日現在



43

財務セクション

百万円
千米ドル 
（注記 3）

2007 2008 2008

負債及び純資産

負債

流動負債:

 短期借入金 (注記 6) ¥ 7,842 ¥ — $ —

 短期リース債務 — 195 1,947

 １年以内返済予定の長期借入債務 (注記 6 及び 7) 35,561 56,802 566,947

 コマーシャルペーパー (注記 6) — 10,000 99,810

 支払手形及び営業未払金 21,714 28,139 280,859

 未払法人税等 (注記 13) 4,193 7,439 74,249

 その他 26,845 24,830 247,838

  流動負債合計 96,156 127,406 1,271,653

固定負債：

 長期借入債務（注記 6 及び 7） 249,666 385,046 3,843,165

 リース債務（注記 8） — 364 3,636

 繰延税金負債（注記 13） — 56,973 568,654

 退職給付引当金（注記 9） 5,231 4,984 49,749

 役員退職慰労引当金 203 45 456

 受入敷金保証金 105,230 108,792 1,085,858

 負ののれん（注記 2） — 38,530 384,571

 その他 191 212 2,119

  固定負債合計 360,522 594,949 5,938,212

  負債合計 456,679 722,356 7,209,865

純資産

株主資本（注記 10 及び 19）：

 資本金：

  授権株式数 ̶  10,500,000株

  発行済株式数 ̶ 3,291,200株 48,760 48,760 486,675

 資本剰余金 34,109 34,109 340,451

 利益剰余金 41,925 53,392 532,911

  株主資本合計 124,795 136,262 1,360,037

評価・換算差額等：

 その他有価証券評価差額金 296 133 1,333

  評価・換算差額等合計 296 133 1,333

少数株主持分 77 41,573 414,945

  純資産合計 125,169 177,969 1,776,316

負債純資産合計 ¥581,848 ¥900,325 $8,986,182

連結財務諸表の注記を参照のこと
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連結損益計算書
NTT 都市開発株式会社
2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度

百万円
千米ドル 
（注記 3）

2007 2008 2008

営業収益 ¥128,215 ¥138,206 $1,379,444

営業原価 91,781 96,042 958,605

営業総利益 36,433 42,163 420,839

販売費及び一般管理費（注記 11） 11,342 13,445 134,199

営業利益 25,091 28,718 286,640

その他の収益（費用）：

 受取利息 11 13 135

 支払利息 (3,794) (5,036) (50,268)

 持分法による投資利益 1,624 2,245 22,410

 その他 (注記 12) (1,119) (929) (9,281)

(3,278) (3,707) (37,004)

税金等調整前当期純利益 21,812 25,010 249,635

法人税、住民税及び事業税（注記 13）：

 当年度分 7,929 11,600 115,784

 繰延税額 885 (1,348) (13,458)

 法人税、住民税及び事業税合計 8,814 10,252 102,326

少数株主利益 2 0 8

当期純利益 (注記 14） ¥ 12,995 ¥ 14,758 $ 147,300

連結財務諸表の注記を参照のこと
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連結株主資本等変動計算書
NTT 都市開発株式会社
2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度

百万円
千米ドル 
（注記 3）

2007 2008 2008

株主資本の変動額

資本金：

 資本金期首残高 ¥ 48,760 ¥ 48,760 $ 486,675

 資本金期末残高 ¥ 48,760 ¥ 48,760 $ 486,675

資本剰余金：

 資本剰余金期首残高 ¥ 34,109 ¥ 34,109 $ 340,451

 資本剰余金期末残高 ¥ 34,109 ¥ 34,109 $ 340,451

利益剰余金：

 利益剰余金期首残高 ¥ 32,299 ¥ 41,925 $ 418,460

  当期純利益 12,995 14,758 147,300

  配当金 (3,291) (3,291) (32,849)

  役員賞与 (78) — —

 利益剰余金期末残高 ¥ 41,925 ¥ 53,392 $ 532,911

 株主資本合計 ¥124,795 ¥136,262 $1,360,037

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 ¥ 526 ¥ 296 $ 2,959

  その他有価証券評価差額金当期純変動額 (230) (162) (1,626)

 その他有価証券評価差額金期末残高 ¥ 296 ¥ 133 $ 1,333

少数株主持分の変動額

 少数株主持分期首残高 ¥ 80 ¥ 77 $ 774

  少数株主持分当期純変動額 (3) 41,495 414,170

 少数株主持分期末残高 ¥ 77 ¥ 41,573 $ 414,945

純資産合計 ¥125,169 ¥177,969 $1,776,316

連結財務諸表の注記を参照のこと
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連結キャッシュ・フロー計算書
NTT 都市開発株式会社
2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度

百万円
千米ドル 
（注記 3）

2007 2008 2008

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 ¥21,812 ¥ 25,010 $ 249,635
 調整項目：
  減価償却費 23,657 23,246 232,025
  貸倒引当金の減少額 (0) (2) (21)
  退職給付引当金の増加（減少）額 146 (246) (2,460)
  受取利息及び受取配当金 (55) (44) (444)
  支払利息 3,794 5,036 50,268
  持分法による投資利益 (1,624) (2,245) (22,410)
  有形固定資産売却益 (306) (79) (790)
  有形固定資産除却損 1,432 1,724 17,214
  有形固定資産売却損 — 5 54
  リース会計基準変更に伴う影響額 — 171 1,712
  売上債権の（増加）減少額 (97) 262 2,616
  社債発行費償却額 7 — —
  たな卸資産の増加額 (42,281) (39,933) (398,578)
  仕入債務の増加額 8,439 6,425 64,129
  受入敷金保証金の減少額 (9,514) (483) (4,828)
  役員賞与の支払額 (78) — —
  その他 1,598 (2,118) (21,143)
   小計 6,930 16,729 166,978
 利息及び配当金の受取額 1,561 2,172 21,678
 利息の支払額 (3,575) (4,942) (49,334)
 法人税等の支払額 (9,992) (8,257) (82,421)
   営業活動によるキャッシュ・フロー (5,076) 5,700 56,901
投資活動によるキャッシュ・フロー：
 有形固定資産の取得による支出 (43,117) (74,892) (747,502)
 有形固定資産の売却による収入 1,068 5,753 57,421
 投資有価証券の取得による支出 (6) (214) (2,135)
 投資有価証券の売却による収入 125 — —
 投資有価証券の払戻による収入 8,950 2,372 23,676
 連結範囲の変更を伴う関係会社有価証券の取得による支出 — (10,810) (107,899)
 その他 (15) (101) (1,017)
  投資活動によるキャッシュ・フロー (32,995) (77,893) (777,457)
財務活動によるキャッシュ・フロー：
 短期借入金の純減少額 (26,657) (7,842) (78,272)
 コマーシャルペーパーの純増加額 — 10,000 99,810
 長期借入れによる収入 67,750 125,000 1,247,629
 長期借入金の返済による支出 (32,457) (26,261) (262,119)
 社債の発行による収入 22,984 — —
 社債の償還による支出 (7,500) (12,300) (122,766)
 長期未払金の返済 — (60) (603)
 配当金の支払額 (3,290) (3,290) (32,840)
 少数株主への配当金の支払額 (5) — —
 その他 — (206) (2,062)
  財務活動によるキャッシュ・フロー 20,823 85,038 848,774
現金及び現金同等物の純(減少)増加額 (17,248) 12,846 128,218
現金及び現金同等物の期首残高 19,503 2,255 22,509
現金及び現金同等物の期末残高 ¥ 2,255 ¥ 15,101 $ 150,727
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

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社（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金融商品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、日本の金融商品取引法では、百万円未満の金額を切り捨てることが認められており、

添付の連結財務諸表の円及び米ドルの金額について、個別の勘定の合計金額と記載されて

いる合計金額は必ずしも一致しておりません。

(a) 連結の基本方針

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

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

又、連結子会社の資産及び負債の評価に関しては、全面時価評価法を採用しております。

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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。

2007 2008

エヌ・ティ・ティ北海道エスパス (株) NTT都市開発北海道BS (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
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) 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-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 合同会社NU-4を営業者とする匿名組合
― UDファンド第2特定目的会社
― ユーディーエックス特定目的会社

　優先出資証券の取得等により、UDファンド第2特定目的会社については2008年3月

31日に終了した連結会計年度より、ユーディーエックス特定目的会社については2008年

3月31日より、連結子会社に含めております。

　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。

1. 作成の基礎

2. 重要な会計方針の要約
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　なお、ユーディーエックス特定目的会社を連結したことに伴う連結開始時の資産及び負債

の内訳並びにユーディーエックス特定目的会社優先出資証券の取得価額とユーディーエック

ス特定目的会社取得のための支出（純額）との関係は次のとおりであります。

百万円 千米ドル

流動資産 ¥ 8,066 $ 80,515

固定資産 234,900 2,344,552

流動負債 (2,719) (27,142) 
固定負債 (136,510) (1,362,520)

負ののれん (38,530) (384,571)

少数株主持分 (41,494) (414,161)

優先出資証券取得価額 ¥ 23,712 $ 236,670

前期以前出資分 (7,272) (72,582)

当期追加出資額 ¥ 16,440 $ 164,088

ユーディーエックス特定目的会社の現金及び現金同等物 (5,629) (56,188)

差引：ユーディーエックス特定目的会社取得のための支出 ¥ 10,810 $ 107,899

　UDファンド特定目的会社は、清算結了に伴い連結子会社の範囲から除外しております。

　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。

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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。

2007 2008

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 ―

(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

　ユーディーエックス特定目的会社については、新たに優先出資証券を追加取得したことか

ら、2008年3月31日に終了した連結会計年度末より持分法適用関連会社から除外し、連

結子会社に含めております。

　UDファンド第2特定目的会社の決算日は12月31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

必要な調整を行なっております。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。
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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) 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

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。

(f) 有形固定資産（リース資産を除く）

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。

　法人税法の改正により、2007年4月1日以降に取得した有形固定資産について5％の残

存価額の規定が廃止されました。またこの規定は、これ以前に取得した有形固定資産につい

ても適用され、5％の残存価額と（¥1の）備忘価額との差額は5年間にわたり均等償却し、

減価償却費に含めて計上されます。

(g) リース資産

2008年3月31日に終了した連結会計年度より、所有権移転外ファイナンス・リース取引に

係るリース資産の償却は、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法を採用

しております。

　なお、2007年3月31日に終了した連結会計年度以前については、従前の会計処理方法で

ある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、自己所有の固定資産と

して処理したと仮定した場合に、貸借対照表上に計上されていたであろう金額を注記におい

て開示しております。

(h) 無形固定資産

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。
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(i) 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。

(j) 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。

(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、一部の連結子会社は、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。当社については、

2007年6月に役員退職慰労引当金制度を廃止しており、2007年7月以降対応分について

は引当金計上を行っておりません。

(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

会社法の規定により、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なうことができます。

(r) 会計処理の変更

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日に終了した連結会計年度より

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日に終了した連結会計年度における販売費及び一般管理費

は515百万円減少し、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日に終了した連結会計年度より同取引を営業

取引として行なうこととしたため、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日に終了した連結会計年度におけ

る営業収益は24百万円、営業総利益及び営業利益はそれぞれ22百万円増加しております

が、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。

　2008年3月31日に終了した連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、2007年４月１

日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却方法によ

り減価償却費を計上しております。これにより営業利益及び税金等調整前当期純利益は、そ

れぞれ90百万円（906千米ドル）減少しております。

　また、2007年３月31日以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基づく減価

償却方法の適用により取得価額の5％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より、取

得価額の5％相当額と（¥1の）備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費

に含めて計上しております。これにより営業利益及び税金等調整前当期純利益は、それぞれ

304百万円（3,043千米ドル）減少しております。

　「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号）が2007年4月1日以降開始する連結会

計年度から適用することができることになったことに伴い、2008年3月31日に終了した連

結会計年度より、同会計基準及び同適用指針を適用しております。このため、前連結会計年

度までは賃貸借処理がなされていた所有権移転外ファイナンス・リースについて、資産及び

負債として認識する会計処理方法への変更がなされております。これにより営業利益に与え

る影響は軽微でありますが、税金等調整前当期純利益は、171百万円（1,712千米ドル）減

少しております。

(s) 表示の組替

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

を行なっております。
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連結財務諸表及び注記の米ドル換算額は、2008年3月31日現在の為替相場である1米ドル＝

100.19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。

2007年及び2008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

2007 2008 2008

販売用不動産 ¥ 540 ¥ 4,001 $ 39,940

仕掛不動産 82,090 118,523 1,182,988

原材料、貯蔵品及びその他 114 135 1,348

 合計 ¥82,745 ¥122,660 $1,224,277

(a) 2007年及び2008年3月31日現在の市場性のあるその他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

2007 2008 2008

取得価額：

 株式 ¥ 953 ¥ 953 $ 9,518

  合計 ¥ 953 ¥ 953 $ 9,518

帳簿価額：

 株式 ¥1,453 ¥1,178 $11,766

  合計 ¥1,453 ¥1,178 $11,766

未実現損益：

 株式 ¥ 499 ¥ 225 $ 2,248

  合計 ¥ 499 ¥ 225 $ 2,248

(b）2007年及び2008年3月31日現在の市場性のある満期保有目的の債券の帳簿価額、

時価及び未実現損益は以下のとおりです。

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

貸借対照表計上額 ¥— ¥4,214 $42,066

時価 ¥— ¥4,342 $43,341

未実現損益 ¥— ¥ 127 $ 1,274

(c）2007年及び2008年3月31日現在の満期がある有価証券（日本国債）の償還予定は以

下のように要約されます。

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

１年以内 ¥— ¥ — $ —

１年超５年以内 — 4,200 41,920

５年超10年以内 — — —

10年超 — — —

 合計 ¥— ¥ 4,200 $ 41,920

3. 米ドル金額

4. たな卸資産

5. 有価証券
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(d) 2007年及び2008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

2007 2008 2008

非上場株式 ¥ 317 ¥ 313 $ 3,124

匿名組合出資金 10,139 7,568 75,537

 合計 ¥10,457 ¥7,881 $78,661

(e) 2007年及び2008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

2007 2008 2008

株式 ¥1,287 ¥1,362 $13,598

優先出資証券 7,224 — —

  合計 ¥8,511 ¥1,362 $13,598

(f) 2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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

2007 2008 2008

売却額 ¥125 ¥— $—

売却益の合計 — — —

売却損の合計 — — —

2007年及び2008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

2007 2008 2008 2007 2008  

短期銀行借入金 ¥7,842 ¥ — $ — 0.7% —%

コマーシャルペーパー — 10,000 99,810 —% 0.7%

2007年及び2008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。

6. 短期借入債務及び
 長期借入債務

百万円 千米ドル

 区分 利率 満期 2007 2008 2008

無担保社債 0.8 % 2007 ¥ 4,300 ¥ — $ —

無担保社債 0.5 % 2007 5,000 — —

無担保社債 0.9 % 2008 10,000 10,000 99,810

無担保社債 1.9 % 2016 19,992 19,993 199,551

担保付社債 1.2 % 2008 3,000 — —

担保付社債 2.1 % 2013 — 70,182 700,493

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 % 2008-2022 46,866 41,762 416,828

 無担保債務 0.15-2.85 % 2008-2017 196,069 299,911 2,993,429

285,227 441,849 4,410,113

1年以内返済予定額控除 35,561 56,802 566,947

 合計 ¥249,666 ¥385,046 $3,843,165
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2008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日終了連結会計年度 百万円 千米ドル

2009年 ¥ 56,802 $ 566,947

2010年 38,591 385,182

2011年 45,951 458,643

2012年 36,972 369,024

2013年及びそれ以降 263,531 2,630,315

 合計 ¥441,849 $4,410,113

2007年及び2008年3月31日現在の担保資産及び担保付債務は以下のとおりです。

(a）担保に供している資産及びその金額

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

現金及び現金同等物 ¥ 446 ¥ — $ —

受取手形及び営業未収入金 16 — —

たな卸資産 13,579 13,172 131,474

その他流動資産 65 — —

建物及び構築物 128,648 121,170 1,209,403

土地 15,936 13,189 131,648

その他有形固定資産 3 — —

 合計 ¥158,696 ¥147,532 $1,472,526

(b）担保に係る債務の金額

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

社債 ¥ 3,000 ¥ — $ —

1年以内返済長期借入金 5,104 10,073 100,538

長期借入金 41,762 31,689 316,289

 合計 ¥49,866 ¥41,762 $416,828

　2007年及び2008年3月31日現在の責任財産限定型債務に対する担保資産及び担保付

債務は以下のとおりです。

(a) 担保に供している資産及びその金額

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

現金及び現金同等物 ¥— ¥ 5,308 $ 52,985

その他流動資産 — 237 2,368

建物及び構築物 — 58,577 584,668

土地 — 171,400 1,710,749

その他有形固定資産 — 122 1,220

無形固定資産 — 4 40

長期前払費用 — 369 3,683

 合計 ¥— ¥236,019 $2,355,716

7. 担保に供している資産
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(b) 担保に係る債務の金額

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

1年以内返済予定の社債 ¥— ¥ 1,611 $ 16,086

社債 — 68,570 684,406

 合計 ¥— ¥70,182 $700,493

　本債務は、ユーディーエックス特定目的会社に係るものであり、債務の支払は上記の担保

資産を含む同社の保有資産の範囲内に限定されております。

(ファイナンス・リース取引)

注記2. (r)で述べているとおり、当社及び連結子会社は、2008年3月31日に終了した連結

会計年度より、リース取引に係る会計処理の変更を行っており、ファイナンス・リース取引に

係る資産及び負債は、連結貸借対照表上への表示がなされております。2008年3月31日現

在のファイナンス・リース資産は主として不動産賃貸事業におけるサーバ及びコンピューター

端末機、及びソフトウェアであります。

　2008年3月31日現在のリース債務の返済期限は以下のように要約されます。

3月31日終了連結会計年度 百万円 千米ドル

2009年 ¥195 $1,947

2010年 155 1,554

2011年 87 871

2012年 52 521

2013年及びそれ以降 69 689

 合計 ¥559 $5,584

　以下の金額は、2007年3月31日に終了した連結会計年度以前において賃貸借処理して

いた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、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

2007

取得価額 減価償却累計額 帳簿価額

建物及び構築物 ¥ 3 ¥ 0 ¥ 2

機械装置及び運搬具 91 62 29

工具、器具及び備品 895 473 421

無形固定資産 232 146 86

 合計 ¥1,221 ¥682 ¥539

　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、2007年3月31日に終了した連結会計年度において、234百万円となっております。

この金額は、2007年3月31日に終了した連結会計年度において、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。なお、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。

8. リース取引
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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

2007

1年内 ¥201

1年超 338

 合計 ¥539

(オペレーティング・リース取引)

(a) 借主側 ̶ 2008年3月31日現在のオペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

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

2008 2008

1年内 ¥ 855 $ 8,536

1年超 12,722 126,987

 合計 ¥13,578 $135,523

(b) 貸主側 ̶ 2008年3月31日現在のオペレーティング・リース取引のうち解約不能のもの

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

2008 2008

1年内 ¥ 9,839 $ 98,206

1年超 71,375 712,405

 合計 ¥81,215 $810,612

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。

　2007年及び2008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

2007 2008 2008

退職給付債務 ¥(9,487) ¥(8,660) $(86,437)

年金資産の公正価値 5,375 4,522 45,144

未積立退職給付債務 (4,111) (4,137) (41,293)

未認識数理計算上の差異 (1,122) (846) (8,452)

未認識過去勤務債務 3 0 4

退職給付引当金 ¥(5,231) ¥(4,984) $(49,749)

9. 退職給付制度
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　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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

2007 2008 2008

勤務費用 ¥319 ¥309 $3,084

利息費用 212 201 2,009

期待運用収益 (124) (118) (1,185)

数理計算上の差異の費用処理額 (110) (71) (717)

過去勤務債務の費用処理額 0 0 1

従業員拠出額 (16) (14) (148)

退職給付費用 ¥282 ¥304 $3,043

　2007年及び2008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。

2007 2008

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

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。

　当社及び一部の連結子会社において、厚生年金基金の代行部分について、2003年9月

1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、2007年7月1日に過去分返上

の認可を受けております。2008年2月26日には政府に最低責任準備金の金額である返還

額（代行部分の原資としての積立額）の納付を行い、2008年3月31日に終了した連結会計

年度において、厚生年金基金の代行返上に伴う利益664百万円（6,628千米ドル）を「その

他の収益（費用）」の「その他」に計上しております。

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なって

おり、これは利益剰余金に含まれております。2007年及び2008年3月31日現在の利益準

備金の金額は、3,437百万円（34,308千米ドル）となっております。

10. 株主資本
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2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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

2007 2008 2008

給与、手当及び賞与 ¥3,498 ¥3,970 $39,628

業務委託費 2,533 2,370 23,663

租税公課 1,083 1,852 18,491

移転補償費 775 — —

広告宣伝費 510 1,817 18,142

退職給付費用 197 220 2,197

役員退職慰労引当金繰入額 38 23 238

2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度の「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

2007 2008 2008

受取配当金 ¥ 44 ¥ 31 $ 309

受取分担金 39 112 1,122

固定資産受贈益 32 67 674

有形固定資産売却益 306 79 790

厚生年金基金代行返上益 — 664 6,632

有形固定資産売却損 — (5) (54)

有形固定資産除却損 (1,432) (1,724) (17,214)

リース会計基準適用に伴う影響額 — (171) (1,712)

その他 (110) 17 170

 合計 ¥(1,119) ¥ (929) $ (9,281)

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度の「その他の収益(費用)」に含

まれる「有形固定資産売却益」及び「有形固定資産売却損」の内訳は以下のとおりです。

(a) 有形固定資産売却益

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

建物及び構築物 ¥ — ¥506 $5,058

土地 306 (427) (4,269)

 合計 ¥306 ¥ 79 $ 790

　なお、2008年3月31日に終了した連結会計年度に建物と土地が一体となった固定資産

を売却した際、建物部分については売却益、土地部分については売却損が発生しているた

め、売却損益を通算して固定資産売却益を計上しております。

12. その他の収益（費用）

11. 販売費及び一般管理費
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(b) 有形固定資産売却損

百万円 千米ドル

2007 2008 2008

建物及び構築物 ¥— ¥5 $54

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度の「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

2007 2008 2008

建物 ¥ (739) ¥ (910) $  (9,084)

構築物 (6) (12) (120)

機械及び装置 — (35) (355)

撤去費用 (625) (731) (7,297)

工具、器具及び備品 (61) (35) (357)

 合計 ¥(1,432) ¥(1,724) $(17,214)

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、2007年及び2008年共に40.7%でした。

　2007年及び2008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

2007 2008 2008

繰延税金資産：

 未払賞与損金算入限度超過額 ¥ 155 ¥ 175 $ 　1,747

 未払事業税 376 622 6,213

 土地評価損否認 2,455 2,455 24,508

 未払不動産取得税 56 256 2,563

 償却費否認 1,388 1,521 15,182

 退職給付引当金 2,124 2,025 20,220

 減損損失否認 626 609 6,082

 損失補償金 — 1,322 13,195

 その他 536 501 5,003

  合計 7,720 9,489 94,716

繰延税金負債：

 固定資産圧縮積立金 (3,416) (3,819) (38,123)

 固定資産評価差額 — (61,191) (610,753)

 その他 (277) (182) (1,821)

  合計 (3,693) (65,193) (650,698)

繰延税金資産(負債)の純額 ¥4,027 ¥(55,703) $(555,981)

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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。

13. 法人税等
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百万円 千米ドル

2007 2008 2008

当期純利益 ¥12,995 ¥14,758 $147,300

普通株主に帰属しない金額 — — —

普通株主に係る当期純利益 12,995 14,758 147,300

 期中平均株式数 3,291,200株 3,291,200株

円 米ドル

2007 2008 2008

1株当たり当期純利益 ¥ 3,948.64 ¥ 4,484.09 $44.75

1株当たり現金配当金 1,000 1,200 11.97

円 米ドル

2007 2008 2008

1株当たり純資産 ¥38,007.98 ¥41,442.57 $413.63

　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連結会計

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、各連結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株の株式分割を行なっております。2007年3月

31日に終了した連結会計年度の1株当たり情報は、当該株式分割が期首に行われたと仮定

し、反映したものを開示しております。

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。

15. デリバティブ取引

14. １株当たり情報
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財務セクション

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。

　2007年3月31日に終了した連結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 販売用土地の購入

b) 土地の購入 b) 長期借入金

取引金額 a) 10,235 百万円 a) ̶ 6,514 百万円

b) 5,645 百万円 b) 8,000 百万円

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

その他流動負債： 長期借入金：

5,383百万円 44,200百万円 

　2008年3月31日に終了した連結会計年度の関連当事者との取引は以下のとおりです。

2008

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・ファイナンス(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 長期借入金

b) 土地の購入

取引金額 a) 13,791百万円 27,000百万円

 (137,648 千米ドル) (269,487 千米ドル)

b) 210 百万円

 (2,096 千米ドル)

期末残高 営業未払金： 長期借入金：

13,791百万円 71,200百万円

(137,648 千米ドル) (710,649 千米ドル)

その他流動負債: 

210百万円 

(2,096 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。

16. 関連当事者との取引
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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。 

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結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

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

 資本的支出 48,466 4 20 48,491 97 48,589

百万円

2008

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 ¥ 89,679 ¥ 38,414 ¥10,111 ¥138,206 ¥ — ¥138,206

 セグメント間の内部営業収益又は振替高 237 0 3,734 3,971 (3,971) —

 営業収益合計 89,917 38,415 13,845 142,178 (3,971) 138,206

 営業費用 63,891 31,821 12,872 108,585 902 109,488

 営業利益 ¥ 26,025 ¥ 6,593 ¥ 973 ¥ 33,592 ¥(4,873) ¥ 28,718

資産、減価償却費及び資本的支出：

 資産 ¥756,955 ¥128,258 ¥10,439 ¥895,654 ¥ 4,671 ¥900,325

 減価償却費 22,924 8 60 22,992 253 23,246

 資本的支出 76,458 5 24 76,489 224 76,713

千米ドル

2008

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 $ 895,097 $ 383,421 $100,926 $1,379,444 $  — $1,379,444

 セグメント間の内部営業収益又は振替高 2,367 2 37,271 39,641 (39,641) —

 営業収益合計 897,465 383,423 138,197 1,419,086 (39,641) 1,379,444

 営業費用 637,706 317,615 128,476 1,083,798 9,006 1,092,804

 営業利益 $ 259,758 $ 65,808 $ 9,720 $ 335,287 $(48,647) $ 286,640

資産、減価償却費及び資本的支出：

 資産 $7,555,203 $1,280,152 $104,200 $8,939,556 $ 46,625 $8,986,182

 減価償却費 228,808 83 601 229,493 2,532 232,025

 資本的支出 763,138 57 244 763,440 2,241 765,681

17. セグメント情報
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財務セクション

　2007年及び2008年3月31日に終了した各連結会計年度において、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4,273百万円、4,873百万円

（48,647千米ドル）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、2007年及び2008年3月31日現在、各々5,507百万円、

4,671百万円（46,625千米ドル）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。

　注記2. (r)で述べているとおり、当社及び連結子会社は、2008年3月31日に終了した連

結会計年度より、有形固定資産の減価償却方法及びリース取引に係る会計処理の変更を行っ

ております。減価償却方法の変更を行ったことに伴い、「不動産賃貸事業」に係る営業利益

は、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ90百万円（906千米ドル）減少してお

ります。リース取引に関する会計基準及び適用指針を適用したことによる営業利益への影響

は軽微であります。

　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。

当社は、テナントの民事再生法適用に伴って解除した定期賃貸借契約に関して、未収の賃貸

料及び契約違約金と相殺した敷金の返還を求める訴訟を提起されており、今後の訴訟の展開

により敷金相当額223百万円（2,231千米ドル）の返還義務が生じる可能性があります。

当社は、2008年3月28日開催の取締役会の決議に基づき、下記の国内社債を発行しており

ます。

エヌ・ティ・ティ都市開発 (株)
第8回無担保国内普通社債

発行年月日 2008年 6月 5日

発行総額 20,000百万円 ($199,620千米ドル)

発行価格 額面100円（99.8米セント）につき99円91銭（99.7米セント）

利率 2.02％

償還期限 2018年 3月20日

使途 社債の償還及び借入金の返済

　2008年3月31日に終了した連結会計年度に係る以下の利益処分が2008年6月19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2008年3月31日に終了

した連結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 ¥ 43 $ 435

当期未処分利益の減少：

 期末現金配当金：

  1株当たり700 円（6.98 米ドル) (2,303) (22,994)

 固定資産圧縮積立金 (591) (5,907)

18. 偶発事象

19. 後発事象
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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

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2007年及び2008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2007年及び2008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（ただし持分法適用会社に係る損益を除く）。

3．注19「後発事象」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は、2008年6月5日に20,000百万円の

国内社債を発行した。

添付の2008年3月31日に終了した連結会計年度の連結財務諸表中、米ドルで表示された金額は、単に便宜のために提供された

ものである。当監査法人の監査は、円金額から米ドル金額への換算についても含んでおり、当監査法人は連結財務諸表の注3に記

載された基準で換算されているものと認める。

あずさ監査法人

日本国、東京都

2008年6月19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。

財務セクション
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関係会社の状況／支店ネットワーク

（注） １． ユーディーエックス特定目的会社は特定子会社に該当します。
２.　連結子会社であったＵＤファンド特定目的会社は、不動産投資ビークルとしての目的を完了したため、2007年10月15日に解散を決議し、2008年１月30日に清算結了致しました。

資本金
又は出資金
（百万円）

議決権比率
（％）

事業内容

連結子会社

ＮＴＴ都市開発北海道ＢＳ㈱ 札幌市中央区 50 100.0
当社が北海道に所有する建物の工事監理、
管理運営等のＰＭ業務、及び駐車場運営等

㈱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㈱ 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

㈱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㈱ 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
飲食供給のため飲食店を運営

ＮＴＴ都市開発西日本ＢＳ㈱ 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㈱ 広島市中区 60 58.3 広島市基町地区地下道の維持管理

合同会社ＮＵ－３を営業者とする
匿名組合 東京都中央区 3,713 100.0 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 2,039 100.0 不動産投資における投資ビークル

ユーディーエックス特定目的会社 東京都中央区 14,100 60.0 秋葉原ＵＤＸの開発・保有

ＵＤファンド第２特定目的会社 東京都中央区 2,700 100.0 仙台市青葉区二日町1-7の開発

関係会社の状況 (2008年3月31日現在)

持分法適用関連会社

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

㈱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㈱ 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

㈱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

㈱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

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

全国ネットワーク 

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

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

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

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
エリア

北海道
エリア

中国
エリア

九州
エリア 北陸・関西

四国エリア
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会社概要／株式状況 (2008年3月31日現在)

金融機関　5.0％

証券会社　0.3％

事業会社
その他法人（国内）

67.5％

個人・その他（国内）
2.5％

外国法人
24.7％

株主の氏名または名称 所有株数 構成比率

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 77,082 2.34%

ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイピービー
セグリゲイテッド クライアント アカウント　 69,549 2.11%

ジェーピー モルガン チェース バンク 380084 58,168 1.77%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）　 47,898 1.46%

シー エム ビー エル, エス エー リ. ミューチャル ファンド 38,376 1.17%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 32,828 1.00%

ザ バンク オブ ニューヨーク‐ジャスディック
ノン トリーティー アカウント　 31,812 0.97%

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニーレギュラーアカウント 28,972 0.88%

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー
505004　 23,847 0.72%

会社データ
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 608名（連結）

支店 東海支店、関西支店、中国支店、

 九州支店、北海道支店

代表取締役社長 三ツ村 正規

代表取締役常務 村岸　 公人

常務取締役 三宅　 広人

 若泉　 征也

 飼手　 道彦

 大澤　 秀雄

取締役 徳永　 英樹

 伊藤　 彰敏

 奥田　 孝浩

 西村　 善治

 篠田　 智

 長谷川 和弘

 飯嶋　 弘士

 中原　 志郎

 三田　 清

 伊藤　 正三

常勤監査役 榎　　 彦左エ門

 中野　 一

 角地　 德久

監査役 前川　 俊夫

役員（2008年6月19日現在）

株式の状況
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 14,291名

大株主（上位10名）

株式所有者別分布状況（出資比率）
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