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コーポレートスローガン

We create harmony.
「人」と「街」と「自然」が調和する、
快適空間を創造し続けること。
それがNTT都市開発の企業テーマです。

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、つね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をこれからも創造していきます。 
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不動産賃貸事業
　東京都心部を中心とした全国の主要
都市に、オフィスビルや商業施設などを
開発・保有。物件のクオリティに加え、
管理運営のサービスレベルも業界トッ
プクラスと評価されており、当社グルー
プの営業収益の6割以上を占めるコア
事業に位置付けられています。

61.4% 61.4% 61.4% 

九州エリア

関西エリア

東海エリア

東京都心5区 首都圏エリア

東北・信越エリア

北海道エリア

中国・四国エリア

60千m2

133千m2 121千m2

59千m2

65千m2

403千m2

161千m2

145千m2

2011年3月期 営業収益構成比

全国に分散された
ポートフォリオ
地域別貸付可能面積 （2011年3月31日現在）

NTT都市開発は、1986年の設立時より、NTTグループ唯一の総合不動産会社として、NTT
から出資を受けた優良な不動産をベースに、オフィスビルを中心とした「不動産賃貸事業」と
マンションを中心とした「分譲事業」の2つをコア事業として着実に成長しています。

567億円

NOI（Net Operating Income）

（2011年3月期）

1,149千m2

貸付可能面積

（2011年3月31日現在）

創業以来、着実に開発プロジェクトを積み重ね、
オフィスビル・商業施設を中心に強固な収益基盤
を有しています。

賃貸事業の純収入を表す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）は、
500億円を超える規模に成長しています。

NTT都市開発
の特長

NTT都市開発 スナップショット
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Portfolio Age Range

分譲事業 その他の事業

　主に大都市圏で、マンションを中心とした
「WELLITH（ウェリス）」ブランドの住宅分譲を展開。
当社グループの第二のコア事業に位置付けられて
おり、オフィスビル開発で培った高品質な住まいの
提供を通じて、着実にブランド確立を推進しています。

　2つのコア事業とのシナジーを踏まえつつ、テナン
ト工事や建物管理などのプロパティマネジメントや、
J-R E I Tや私募ファンドなどのファンドビジネス、
さらには不動産関連分野の新規事業に取り組んで
います。

27.7% 27.7% 27.7% 10.9% 10.9% 10.9% 

Po

分譲事

主に大都PoP
「WELLITH

当社グルー
おり、オフィ
提供を通じて

(As of March 31, 2011)(As of March 31, 2011)

空室率（東京都心5区）

3.6%

長期債格付 NTTグループ

ムーディーズ A1   
（株）格付投資情報センター AA-

ポートフォリオの優位性や効果的なリーシング活
動をベースに、東京都心5区の空室率は市場平均
を大きく下回っています。

財務体質、財務運営の健全性が評価され、国内
不動産会社の中でも高い水準の格付を取得して
います。

NTTグループ唯一の総合不動産会社として、
様々なシナジーを創出するとともに、NTTブラン
ドによる高い信頼感を獲得しています。

（2011年3月31日現在） （2011年3月31日現在）
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  単位：百万円  増減率

 2009 2010 2011 2011/2010

会計年度 :

 営業収益 .............................................................. ¥144,277 ¥149,224 ¥145,693 (2.4)％

 営業利益 .............................................................. 25,244 16,129 24,324 50.8

 当期純利益 .......................................................... 15,989 6,116 9,307 52.2

会計年度末 :

 総資産 ................................................................. 936,650 916,725 910,492 (0.7)

 純資産 ................................................................. 183,593 185,537 190,783 2.8

 有利子負債 ........................................................... 521,070 496,682 487,780 (1.8)

経営指標 :

 純収入（NOI）※1 .................................................... 64,277 61,480 56,722 (7.7)

 自己資本当期純利益率（ROE）（％） .......................... 11.2 4.1 6.1 ̶

 自己資本比率（％） ................................................. 15.8 16.4 17.1 ̶

 ネットD/Eレシオ（倍） .............................................. 2.78 2.55 2.45 ̶

 配当性向（％） ....................................................... 24.7 64.6 42.4 ̶

    単位：円 増減率

1株当たり :

 純資産※2 .............................................................. ¥45,014.04 ¥45,646.72 ¥47,257.78 ̶

 当期純利益 .......................................................... 4,858.34 1,858.48 2,827.98 ̶

 配当金 ................................................................. 1,200 1,200 1,200 ̶

※1 NOI（Net Operating Income：純収入） ＝ 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）
※2 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

不動産賃貸事業における既存物件の賃料収入減少などにより、営業収益は前期比2.4%
減少の145,693百万円となりましたが、分譲事業の利益率改善などにより、営業利益は
前期比50.8%増加の24,324百万円となりました。

投資額は前期比5,211百万円の増加となったものの、有利子負債の圧縮を推進し、ネットD/E
レシオは前期比0.1ポイント改善の2.45倍となりました。

1株当たり配当金は、前期と同額の1,200円としました。

連結財務ハイライト
（2011年、2010年および2009年3月31日に終了した連結会計年度）
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ROE（右軸） 1株当たり配当金（左軸） 配当性向（右軸）
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2.452.452.45
17.117.117.1

※   2007年1月1日付をもって、普通株式1株につき5株の割合で
株式分割をしています。上記グラフは、当該株式分割に伴う影響
を加味し、遡及修正を行った場合の数値をもとに作成しています。

営業収益／営業利益

貸付可能面積（オフィス・商業施設）

投資額および減価償却費

当期純利益／ROE

純収入（NOI）

純資産／自己資本比率

1株当たり配当金および配当性向

フリー・キャッシュ・フロー

有利子負債／ネットD/Eレシオ

5NTT都市開発株式会社　アニュアルレポート2011



株主の皆さまへ

社長インタビュー

2011年3月期は、計画通りの成

果を挙げることができました。

2012年3月期は、経営環境の大

幅な改善は見込みにくい状況で

はあるものの、「NTT都市開発

グループ中期経営計画2012」

を着実に推進することによって、

安定的な利益創出の基盤強化

を図り、将来の成長に向けた礎

を築いていきます。
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代表取締役社長

三ツ村　正規



　当期（2011年3月期）は、鉱工業生産に下げ止まりの兆しが見られるなど、一部に持ち

直しに向けた動きが見られました。オフィスビル賃貸市場では、市場平均空室率が高止

まりするとともに、賃料相場も弱含みの状態が継続しましたが、東京都心部の優良物件

では新規契約や増床の動きも見られ始めるなど、明るい兆しも見えてきていました。

マンション分譲市場については、ローン金利の低位安定や各種経済対策の効果なども

あり、全国的に堅調に推移してきました。そのような状況下で2011年3月11日の東日本

大震災があり、需要の冷え込み、工事費の高騰など間接的な影響も懸念され、市況は

見通しづらい状況となりました。

　2012年3月期のオフィスビル賃貸市場については、大きな改善は期待しにくく、一進

一退の状況が続くと見込んでいます。一方、分譲市場については、団塊ジュニアおよび

団塊ジュニアネクスト世代などを中心に需要は底堅く、堅調に推移すると考えています。

　経済状況の好転、本格的な需要拡大局面に転じるにはしばらく時間がかかると思われま

すが、市場の動向および震災の影響に注視しながら、引き続き利益の確保に取り組みます。

　不動産賃貸事業における賃料水準の低下の影響が大きく、当期の営業収益は1,456

億円（前期比2.4%減）となりましたが、分譲事業の利益率の改善などにより、営業利益

は243億円（同50.8%増）、当期純利益は93億円（同52.2%増）と大幅に伸長した結

果、期初に設定した財務目標を達成することができました。また、安定的な収益基盤の

構築に向けた取り組みについても、着実に進展させることができたと自負しており、

一定の成果を残した1年でした。

　「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」における基本方針の一つである「事業

基盤の再構築」の観点では、不動産賃貸事業において、リーシング強化による保有ビルの

稼働率向上を目指して新設した法人営業部が早くも大きな成果を挙げました。また、大型

不動産を取り巻く市場環境は、楽観視はできないものの明るい兆しも見えてきました。現在の
市況をどのように認識していますか？

さらなる悪化は限定的であると見込んでいますが、当面は改善への大きな動きも
なく、一進一退の状況が続くと認識しています。

不動産を
市況をど

「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」の初年度が終了しました。計画の進捗状況を
含め、2011年3月期の評価をお聞かせください。

財務目標を達成するとともに、事業面でも着実な進展が見られた充実の1年であった
と高く評価しています。

「NTT都
含め、2
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投資家からは、東日本大震災の間接的影響を懸念する声が上がっています。震災の影響に
対する認識も含め、2012年3月期の経営方針についてお聞かせください。

震災の影響は注視するものの限定的と見込んでおり、当社グループの強みである品質
の高さをより一層強化し、収益につなげていきます。

投資家
対する認

開発プロジェクトについては、2010年10月にアーバンネット四条烏丸ビルが竣工するととも

に、大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業、アーバンネット神田ビル、うめきた

先行開発区域プロジェクト（グランフロント大阪）が着工するなど、着実に進展しています。

　分譲事業においては、前期に比べると戸数は減少したものの、高水準の引渡戸数を

確保するとともに、利益率の改善が進み、営業利益の黒字化を実現することができま

した。さらには、東京・大阪などの大都市圏を中心に、厳選したマンション用地の取得も

推進しました。

　もう一つの基本方針である「財務の健全性にも配慮した成長性の追求」に関しては、

J-REITの資産運用ビジネスに本格参入し、不動産ファンド事業の出口戦略の多様化を

図るとともに、東京都内のオフィスビルによる新たな不動産ファンド「NU-7ファンド」の

運用を開始するなど、不動産ファンド事業において大きな進展がありました。また、2011

年6月には、英国ロンドンで2棟目となるオフィスビルを取得し、国際事業についても

着実に推進しています。

　以上のように、当期は、財務目標のみならず、事業面での取り組みも順調に進展させ

ることができた充実の1年であったと高く評価しています。

　不動産賃貸事業、分譲事業に分けて説明します。まず、不動産賃貸事業ですが、震災に

より安心・安全へのニーズが高まっています。実際に、安全性確保のための移転に向けた

※1  ネットD/Eレシオ＝（有利子負債－現金及び現金同等物－預け入れ期間が3カ月を超える定期預金）÷純資産

 2010年度実績（2011年3月期） 2011年度計画（2012年3月期） 2012年度目標（2013年3月期）

 営業利益 243億円 245億円 260億円
 ネットD/Eレシオ※1 2.45倍 2.42倍 2.3倍台

財務目標

NTT都市開発グループ中期経営計画2012

不動産賃貸事業　強固な収益基盤の構築
● 既存物件の収益力向上　● 開発力を活かした投資の推進

コア事業で培ったノウハウの新たなフィールドでの展開
●   販売型ビル事業、不動産ファンド事業、商業事業、国際事業、
　不動産ソリューション事業

分譲事業　安定的な利益創出
● WELLITHブランドの確立　● 収益力の強化

成長を支える経営基盤の確立
● コーポレート・ガバナンスの充実、CSRの推進
● 経営リソースの充実　● 株主重視経営

①事業基盤の再構築

②  財務の健全性にも配慮した成長性の追求
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引き合いも出てきており、クオリティ

の高い物件を保有する当社の優位

性はさらに高まっていると認識して

います。

　2012年3月期の不動産賃貸事業

の基本戦略は、安定的な収益基盤

の再構築であり、そのために3つの

施策に取り組んでいます。1つ目の

施策が、営業力の強化です。法人営

業部を中心に、マーケット動向を先読みした的確な賃料設定、新規テナント企業候補の発

掘などによる稼働率の維持・向上を図ります。2つ目の施策として、既存テナントへのサー

ビス（ソフト）面の充実があります。安心・安全に配慮したサービスの提供など、お客さま満

足度の向上による、テナントリレーションの充実を図ります。3つ目の施策が、戦略的リ

ニューアルの実施です。震災後のニーズの変化を踏まえ、環境・安全に配慮したリニュー

アルを的確に行うことで、資産価値の維持・向上に努めていきたいと考えています。

　一方、分譲事業については、不動産賃貸事業と同様に震災により安心・安全への関心が

高まっているものの、安全性だけで販売が進むものではありません。安全性の確保は大前

提として、よりニーズに合った商品を提供することが本質的に重要であるととらえていま

す。このため、事業エリアと顧客層を明確にターゲティングし、立地や顧客層に合った商品

企画を推進することによって、安心・安全で高品質であることに加え、いつまでも高い資産

価値を保てる良質な住まいを提供し、差別化を図っていきたいと考えています。

　以上の通り、単なる建物（ハード）の堅牢性だけでなく、サービス（ソフト）的な要素を

強化し、収益基盤の強化につなげていく方針です。

　当社グループは、現在進行中の「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」におい

て、「財務の健全性にも配慮した成長性の追求」を掲げており、具体的な戦略として、

「コア事業で培ったノウハウの新たなフィールドでの展開」を目指しています。

　国際事業は、その中の一つに位置付けており、国内の不動産賃貸事業のノウハウを最大

英国ロンドンで2棟目となるオフィスビルを取得しました。今後の国際事業の方向性について
教えてください。

安定性の高い英国や成長性に魅力のあるアジア圏を中心に、安定的な利益創出を
目指した厳選投資を継続し、国際事業の推進・拡大を図っていきます。

英国ロン
教えてく

株主の皆さまへ
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限に活用し、市場の安定性が高い英国や、今後の成長に期待ができるアジア・オセアニア

圏を中心にマーケット調査などを今後も継続していく考えです。また、NTTグループの海外

進出と歩調を合わせるかたちでの事業展開も視野に入れており、慎重なリスク管理を前提

に、海外における事業展開エリアの拡大による収益機会の拡大・充実を図っていきます。

　今般の英国ロンドンでのオフィスビル取得は、2009年秋に取得した1棟目に続く2棟目

になります。本物件は好立地に位置していることに加え、テナントの面では、信用力の

高い企業への一棟貸しとなっており、収益性も高いと判断し、取得に至りました。

　今後も、厳選した優良物件への投資を第一義として、着実な成長を図っていきます。

　当社では、株主価値の向上を経営上の重要課題であると認識しています。利益配分に

ついては、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のために必要な

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います。この方針に基づき、当

期の1株当たり年間配当金は中間配当600円、期末配当600円の合計1,200円とさせて

いただきました。内部留保金については、新規開発プロジェクトや既存物件のリニューア

ルなど、企業価値向上に資する投資に充当していきます。なお、2012年3月期の配当に関

しては、当期と同額の1株当たり年間配当金1,200円を予定しています。

　株主価値の向上に向けては、中期経営計画2012に則って、事業基盤をより一層強化す

るとともに、未来の成長に向けた新たなフィールドへの展開を加速させることで成果を

お見せしたいと考えていま

す。当社グループを取り巻

く環境は、依然として不透

明な部分もありますが、グ

ループ一丸となって挑戦を

続けてまいります。

　株主・投資家の皆さまに

おかれましては、引き続きご

支援を賜りますようお願い

申し上げます。

株主還元の方針や株主価値の向上に向けた考えをお聞かせください。

長期かつ安定的な株主還元に努めるとともに、「NTT都市開発グループ中期経営計画
2012」を着実に遂行することで、株主価値の向上を実現します。

株主還元

株主の皆さまへ
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不動産賃貸業の成長の原動力となる開発力。
ここでは、NTTグループと協働しながら土地の
ポテンシャルを引き出し、物件価値を最大化する
NTT都市開発の高い開発能力を解説します。

P12

Quality 
Development 
Capabilities

収益の基盤となる物件ポートフォリオ。ここ
では、地域は全国展開しつつも、エリアは絞り
込むという特徴的な戦略をとるNTT都市開発
のポートフォリオの質に関して解説します。

P14

Quality 
Portfolio

円滑な資金調達のベースとなる財務基盤の
健全性。ここでは、有利子負債と投資を的確に
マネジメントし、高い格付を維持するNTT都市
開発の財務基盤について解説します。

P16

Quality 
Finances

特集

先行きが不透明なものの回復の兆しも見え始めたオフィスビル賃貸市場。しかしながら、市場

回復の恩恵を早期に享受できるのは、質の高い物件を開発・保有・運営できるプレーヤーのみと

なります。ここでは、質の高い経営基盤を有するNTT都市開発の優位性や成長可能性について

3つの切り口から考察します。

Growth from a 
Foundation of Quality
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不動産賃貸業の価値の根源となる「開発力」。NTT都市開発は、
様々なプロジェクトを通じてノウハウを蓄積してきました。ここでは、
2011年8月竣工のアーバンネット天神ビルを取り上げ、NTT都市
開発の高い「開発力」を解説します。

Quality Development 
Capabilities

所在地 福岡市中央区天神2丁目
敷地面積 2,358m2

延床面積 14,796m2

階　数 地下1階、地上9階
構　造 地下SRC造、地上S造
主要用途 店舗、事務所等
竣　工 2011年8月

アーバンネット天神ビル

　「アジアの玄関口」として、古くから人・モノ・情報
が集積する国際都市・福岡。その中枢といえる天神
エリアは、九州随一の繁華街とオフィス街を形成し
ています。また、2011年3月には、九州新幹線と山
陽新幹線の全線直通運転が始まり、さらなる商業・
ビジネスの集積・発展が見込まれています。
　このように魅力的なエリアに開発されるアーバン
ネット天神ビルは、周囲に老舗百貨店や大型商業施設、
ブランドショップが軒を連ねるにぎやかな一角に位置
するとともに、官公署や金融機関も徒歩圏内、地下
鉄・バスセンターも至近であり、ビジネスシーンにも
対応できる絶好の立地です。加えて、街の情景に潤い
とやすらぎをプラスする警固公園が目の前に広がる、

都心部では稀少な緑豊かな立地に所在しています。
　地上9階・地下1階の建物は、低中層部は天神地域
にさらなる魅力をもたらす商業ゾーン「レソラ
（RESOLA）天神」として、地域の賑わいの核となる
商業店舗と情報発信・交流拠点となる「レソラNTT

夢天神ホール」を設けています。高層部は専用エン
トランスを持つ先進のオフィス空間となっています。
建物外観は、キーテナントの賑わいをアピールする
低層階、スリット窓から商業のアクティビティが顔を
出す中層階、ガラスカーテンウォールによる洗練さ
れた高層階の3層構造になっており、中層部の石張
りをアクセントとした格調高いデザインになっていま
す。また、テラス・前面道路への植樹により隣接する
警固公園との緑の連続性を演出し、周囲と調和の
とれた美しい街並みを形成しています。

アーバンネット天神ビル概要
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プロジェクト
エリア

警固公園

NTT天神ビル
（グルググ ープー 保保ププ 有有ビビルル））

鉄鉄鉄
鉄 神

下鉄 隈

西西西鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄鉄天天天天神神神大大牟牟田田田田線線線線
西西西鉄鉄鉄鉄福福福福福岡岡岡岡（（天天天神神神））駅駅

NTT-TT KFビビルル

福福岡岡銀行

シシティバンク

地地地地地地地地地地下下下下鉄鉄鉄七七七隈隈線線線線線線線線線線線 天天天天天天天天天天天神神神神神神神神神神神神神南南南南南南駅駅駅駅

地下鉄空港線天神神駅駅

天神中央公園

NTT-TT T- ビル

ソラリアプラザ

2階分の天井高を持つ多目的ホール

人々の憩いの場として
親しまれる警固公園に
隣接

NTTグループとのコラボレーション

　当社は、NTTグループ唯一の総合不動産会社とし
て、グループ全体の不動産戦略をサポートするととも
に、グループ各社の保有資産を有効利活用しつつ、
持続的な価値創出を目指しています。
　アーバンネット天神ビルは、保有資産の有効活用を
進めたいNTT西日本およびNTTコミュニケーションズ
のニーズと、投資総額を抑えながら一等地に賃貸物
件を開発・保有できるという当社のメリットが合致した
プロジェクトです。開発地周辺には、NTT-Tビルや
NTT-天神ビルなどNTTグループの保有ビルが存在し
ており、点ではなく面を意識した開発を行うことで、さ
らなる賑わいを創出するなど、地域全体でNTTグルー
プ保有資産の価値向上を実現しています。当社は、
今後もグループ全体の不動産戦略をサポートし、新た
な価値を創造していきます。

各組織のノウハウを結集すべく
プロジェクトチームを編成

　当社は、プロジェクトごとに異なる立地や規模など
の諸条件を踏まえ、最適な開発計画を導き出すため
に、社内横断的なチームを編成して各開発プロジェク
トに取り組んでいます。アーバンネット天神ビルでは、
本支店間にまたがり3つの部門が協働し、開発プロ
ジェクト推進の経験や各分野での専門知識、地域の
市場・テナント動向、地元行政との関係などのノウハウ
をそれぞれが出し合い、プロジェクトを推進しました。
　このように開発される当社物件は入居テナントから
も評価が高く、商業施設「レソラ（RESOLA）天神」に
は、世界的有名ブランドである「ルイ・ヴィトン」、九州
初出店となる「バーニーズ ニューヨーク」、ミシュ
ランの二つ星を獲得した高級レストランの系列店
「リストランテASO」が出店します。
　今後も必要に応じて社内のノウハウを活用し、物件
特性に合わせた計画を策定・推進することで、付加
価値創造を図っていきます。

NTT都市開発の強み
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高い開発力によって構築された物件は、首都圏のみならず地方都
市にも展開しています。ここでは、物件の地域分散やエリアの絞
り込みなどによって形成される、NTT都市開発の「ポートフォリオ
の優位性」を解説します。

Quality Portfolio

地域の分散

　当社の保有物件ポートフォリオは、東京都心部を中
心に構成されていますが、全体としては首都圏のみな
らず地方主要都市も含め全国に分散しています。ポー
トフォリオを各地域に分散している理由は、オフィスビ
ル賃貸市場の市況変動に対するリスク耐性を高める
ためです。実際に、2003年に東京都心部で大量の新
規オフィスビルが供給され空室率が上昇したいわゆる
「2003年問題」時にも、他地域からの安定収益が
業績を下支えするなど、地域分散によるリスクマネ
ジメントの効果が発揮されました。
　また、首都圏に本社が所在する企業の地方での出

店・統廃合や、今回の東日本大震災による拠点移動・
地域分散への関心の高まりのような地方物件へのニー
ズにも対応することができ、リーシング活動の幅を広げ
る点からも大きな強みとなっています。

築年数の分散

　また、保有物件の築年数の分散にも留意してお
り、将来の建て替えや再開発の種地となる築年21年
以上の物件から築年5年以内の物件まで、分散した
ポートフォリオを構築しています。築年数が分散され
たポートフォリオを持つことで、計画的なリニューア
ルや建て替えを可能にし、業績やキャッシュ・フローの
安定性に寄与するとともに、ポートフォリオの質の維
持・向上の観点からも優位性を発揮しています。

分散による高いリスク耐性を誇る
ポートフォリオ

稼働率：94.3%

NOI：567億円
貸付可能面積：1,149千m2

ポートフォリオの状況
（2011年3月31日現在）
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5年以内
15%

6～10年
6%

東京都心5区
35%

首都圏エリア
12%

東北・信越エリア
5%

東海エリア
11%

九州エリア
5%

北海道エリア
6%

首都圏エリア
42億円
8%

地地方都都市部部
2111億億円
377%

東京都心5区
313億円
55%

567億円

16～20年
42%中国・四国

エリア
14%

関西
エリア
12%

1,149,628 m2

21年以上
10%

エリア別NOI比率 築年数別比率

エリア別
貸付可能面積比率

11～15年
27%

　当社は、保有物件を地域的に分散している一方
で、各地域内ではエリアを絞り込んだ上で投資する
ことを基本戦略としています。エリアの絞り込みによ
り同一エリア内に複数の物件を保有することで、入
居後の増床ニーズに対しての近隣保有物件の紹介、
エリア内でのテナントローテーションによる各ビルの
効率的なリニューアルなど、高い相乗効果を発揮し
ています。
　東京都心部では、オフィスビル需要が底堅く、当社
保有物件とNTTグループ保有物件の相乗効果が期
待できるエリアとして、品川から秋葉原までの山手線
沿線エリアを重点投資エリアに位置付けています。
エリア内の今後竣工予定の物件としては、2012年7

月竣工予定のアーバンネット神田ビル、2012年9月
竣工予定の大手町一丁目第2地区第一種市街地再開
発事業、2014年度竣工予定の芝浦水再生センター
再構築に伴う上部利用事業などがあり、今後も重点
投資エリア内で着実に投資を重ね、エリアの絞り込み
による優位性をさらに発揮したいと考えています。

エリアの絞り込みによる
高い効率性

秋葉原UDX

日本橋朝日生命館

シーバンスN館

グランパーク

UD日比谷ビル

芝浦水再生センター
再構築に伴う上部利用事業
（2014年度竣工予定）

JAビル、経団連会館

大手町一丁目第2地区第一種
市街地再開発事業
（2012年9月竣工予定）

アーバンネット大手町ビル

大手町ファーストスクエア

アーバンネット
神田ビル
（2012年7月竣工予定）

東京都心部の重点投資エリア

（2011年3月期／2011年3月31日現在）
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2.45 倍
2.55

2.78

2.44
2.32

有利子負債

2.4444

ネットD/Eレシオ

（3月期）

487,780
百万円

496,682

521,070
451,849

293,069

2007
2008

2009
2010

2011

　強固な財務基盤は、不動産賃貸事業が持続的な
成長を実現するための必須の条件となります。当社
は、「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」で
も財務基盤のさらなる強化を掲げており、たな卸資
産の圧縮や資産の組換えなどにより有利子負債の圧
縮を進め、2011年3月31日現在のネットD/Eレシオは
2.45倍と着実に改善しています。また、2011年3月
31日現在の賃貸等不動産の時価は1兆1,808億円、
含み益（簿価との差）は4,437億円となっており、健
全性は高いと認識しています。
　このような健全な財務運営と財務体質に加え、
NTTグループの信用力が評価され、格付機関から
は、国内不動産企業の中でも高い格付を取得してい
ます。高い格付は、低コストでの資金調達を可能に
し、将来の成長に向けた臨機応変な投資を可能にす
るなど、大きな優位性となっています。

　当社では、今後も利益の確保による自己資本の充
実と適正水準の借入れに留意するなど、適切な財務
マネジメントを継続し、現中期経営計画の最終年度
である2012年度末（2013年3月31日）時点で、ネット
D/Eレシオ2.3倍台を目指しています。

投資方針
　将来の成長のベースとなる投資に関しては、現中
期経営計画で掲げている「財務の健全性にも配慮し
た成長性の追求」のとおり、財務の健全性に配慮し
た上で、将来の成長に向けて投資を行うスタンスを
継続していきます。2012年3月期の投資額として
は、現在進捗中の開発プロジェクトや保有物件に対
するリニューアル投資を中心に、年間400億円程度
の規模を想定しています。
　当社は、引き続き強固な財務基盤をベースに投資
を推進し、持続的な成長を実現していきます。

健全な財務基盤

国内不動産業界の中でも高いレベルの格付を取得しているNTT都市開発。ここでは、
持続的な成長を支える健全な「財務基盤」を解説します。

Quality Finances

特集
Growth from a Foundation of Quality

ムーディーズ
（長期債） A1
（株）格付投資
情報センター
（長期債） AA-
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当社は、コア事業である「不動産賃貸事業」と「分譲事業」を中心に、
「その他の事業」としてオフィスビルの建物管理などを行っています。

　当社が創業以来手掛けている事業
であり、東京、名古屋、大阪、広島、福
岡、札幌などの大都市圏の一等地に
おいて、オフィスビル、商業施設、賃
貸住宅などを開発・保有し、賃料収入
を得ています。当社のコア事業の一つ
であり、安定的な収益の基盤となって
います。

　2000年に住宅分譲事業に参入し、
マンション分譲を中心とした事業を
行っています。当社のコア事業の一つ
であり、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するほか、物件
の立地特性に応じて、宅地分譲など
も行っています。

　不動産賃貸事業の付加価値向上に
寄与するテナント工事や建物管理、飲
食施設の運営を行っています。また、
新たな成長分野として、ファンドビジ
ネスおよびアセットソリューション事
業を推進するとともに、不動産関連分
野を中心とした新規事業、国際事業
の展開に取り組んでいます。

事業別概況

NTT都市開発 At a Glance

92,608
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40,000

20,000

80,000

100,000
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営業収益推移

営業収益構成比

営業収益推移

営業収益推移

不動産賃貸事業

（2011年3月期）

61.4 %

営業収益構成比

分譲事業

（2011年3月期）

27.7 %

その他の事業

（2011年3月期）

10.9 %

営業収益構成比
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　不動産賃貸事業では、東京都心5区をはじめ

とする全国の一等地に、オフィスビルや商業施

設を中心とする競争力ある物件を開発・保有し、

賃料収入を得ています。当社のコア事業の一つ

で、当期（2011年3月期）の営業収益全体の

61.4%を占めるなど、安定的な収益基盤となっ

ています。今後については、強固な収益基盤の

構築をテーマに、既存物件の収益力向上と開発

力を活かした投資の推進に注力していきます。

外部環境認識

　当期（2011年3月期）末の東京都心5区の市場平

均空室率は、前期（2010年3月期）末の8.8%から

9.2%に上昇しました。また、東京都心5区の平均募

集賃料についても、前期末の18,264円から17,495

円に低下するなど、市場は依然として弱含みで推移

しました。さらに2011年（暦年）以降は、大型オフィ

スビルの新規供給が増加する見込みであり、需給バ

ランスが悪化することも懸念されています。

　一方で、一部の優良オフィスビルでは新規契約や

増床の動きが出てくるなど市況回復の兆しも見られ

始めており、当社では、優良オフィスビルについては、

概ね現行水準で推移するものと見込んでいます。な

お、首都圏のオフィスビル市場における東日本大震

災の影響は全体的に軽微でしたが、今後発生し得る

間接的な影響については、引き続き注視していく必

要があると考えています。

不動産賃貸
事業
新規稼働物件による賃料収入増があったものの、
既存保有物件の賃料下落などによる賃料収入減
を補うには至らず、減収減益となりました。一方、
将来の収益基盤となる複数の開発プロジェクトは
着々と進展しています。
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都心5区全国
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事業別概況

当期の業績概況

　当期の不動産賃貸事業は、当期に竣工したアーバン

ネット四条烏丸ビル（京都府京都市）や当期に取得し

た住友商事名古屋ビル（愛知県名古屋市）、前期に

竣工したJAビル、経団連会館（東京都千代田区）な

どの賃料収入があったものの、既存物件における賃

料水準の低下によって賃料収入が減少したことや、

前期に実施した物件売却の影響などにより、減収減

益となりました。

　一方、市場のオフィスビルの平均空室率が引き続き

高い水準にある中、当社グループの保有するオフィス

ビルの平均空室率については、リーシング体制の強

化、ならびにテナントリレーションの強化による既存テ

ナントの囲い込みが奏功し、東京都心5区では前期末

の6.5%から当期末は3.6%へ、全国ベースでも前期末

の6.4%から当期末は5.7%へそれぞれ低下しました。

　これらの結果、当期の不動産賃貸事業の営業収益

は92,608百万円（前期比5.6％減）、営業利益は

29,226百万円（同7.3％減）と減収減益となり、営業

利益率も31.6%（同0.5ポイント減）に低下しました。

保有物件のNOI（純収入：Net Operating Income）

JAビル、経団連会館

アーバンネット四条烏丸ビル
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については、全国ベースで56,722百万円（同7.7％

減）となりました。なお、賃貸等不動産の時価は

1,180,817百万円となり、含み益（簿価との差額）は

443,704百万円となっています。

　将来の収益基盤となる新規ビルの開発プロジェク

トについては、アーバンネット天神ビル（福岡県福岡

市）が2011年8月に竣工した他、うめきた先行開発

区域プロジェクト（グランフロント大阪）（大阪府大阪

市）、大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

（東京都千代田区）、アーバンネット神田ビル（東京都

千代田区）、芝浦水再生センター再構築に伴う上部

利用事業（東京都港区）などが順調に進行中です。

今後の方針

　今後については、既存保有物件の収益力向上に

最優先で取り組むとともに、開発プロジェクトの着実

な推進に注力していきます。前者については、営業力

の強化による稼働率の維持・向上、テナントへのサー

ビス（ソフト）面の充実によるテナントリレーションの

強化、戦略的リニューアル投資による資産価値の維

持・向上の3つの施策により目標達成を目指します。

後者については、前述のプロジェクトを計画に則って

的確にマネジメントしながら推進していきます。

アーバンネット神田ビル 大手町一丁目第2地区
第一種市街地再開発事業

うめきた先行開発区域プロジェクト（グランフロント大阪）
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担当役員インタビュー

ターゲットを明確化したリーシング活

動により、稼働率の向上を加速させ

るとともに、オフィスビル賃貸事業の

サービス領域を強化し、既存テナント

のリテンションを強化していきます。

“

”

既存保有物件の収益力向上を最重視しています
が、具体的な戦略についてお聞かせください。

　オフィスビル賃貸市場で新規契約や増床の動きが出

てき始めていることは、一部企業とはいえ、強いオフィス

ニーズが存在していることの証です。

　このため当社では、これらのニーズを的確にキャッチ

することを目的として、主に東京都心部の優良企業を

リーシング活動のターゲットとして設定し、当社保有ビル

のテナント候補企業を新たに発掘するとともに、継続的

な訪問活動によってオフィス移転ニーズや増床ニーズの

収集・蓄積を図っています。加えて、全国の当社各支店へ

の営業支援を行うなど、積極的な活動を行っています。

　これらの活動を推進するために2010年4月に設置し

た法人営業部では、2011年3月期の活動を通じて約

13,000m2の新規受注に貢献するなど、既に顕著な成果

を挙げています。2011年7月には、さらに体制を強化して

おり、引き続き新規契約の獲得を加速し、稼働率の維持・

向上を図りたいと考えています。

東日本大震災により、建物のクオリティへの関
心が高まったと思いますが、NTT都市開発の保
有物件の優位性について教えてください。

　当社は、逓信省時代から電話局などの公共建築物を

手掛けてきた歴史を持っており、長きにわたる安心・安全

の実績とこだわりは、現在も脈々と受け継がれています。

東日本大震災を受けて、実際に安心・安全の観点から当

社保有物件への移転に向けた引き合いも出てきており、

建物クオリティの高さは、当社グループの優位性の一つ

であると再認識しています。

　一方、現代の不動産賃貸業は、建物（ハード）のクオリティ

だけでは生き残っていけないと考えています。ビルの運営・

管理をはじめとするサービス（ソフト）面でのクオリティの

向上が競争優位性確保の重要なテーマとなってきている

ということです。このため当社では、CSアンケート調査の

実施や日々のテナントリレーションをベースに、オペレー

ションの改善などに積極的に取り組み、既存テナントの

リテンション強化を推進しています。加えて、テナントとの

リレーション強化で把握・蓄積したニーズを基に、戦略的なリ

ニューアルを行い、資産価値の維持・向上に努めていきます。

事業別概況

代表取締役常務
ビル事業本部長 大澤　秀雄
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開発パイプライン

大手町一丁目第２地区
第一種市街地再開発事業
国際ビジネスの戦略拠点を創出する、
大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

　この再開発事業は、2009年4月に竣工した大手町一丁目地区
第一種市街地再開発事業に続く第二次プロジェクトとして位置付
けられています。A棟・B棟の2棟から構成される、オフィスと商業施
設などからなる複合施設は、十分な空地を確保し、植栽などを行う
ことにより緑豊かで快適な都市環境を形成し、建物の省エネル

ギー化による環境性能の向上な
どを図ることにより、大手町地
区が目指す国際ビジネス戦略拠
点に最適な都市空間整備を行う
ものです。「連鎖型都市再生」と
いう手法も含め、全国からの期
待が集まる同プロジェクトに、当
社は再開発事業の特定建築者
としてA棟の整備に参画してお
り、2010年4月に着工しました。
竣工は2012年9月を予定してい
ます。

将来の収益基盤となる大型開発
プロジェクトは順調に進行しており、
さらなる街の発展へ貢献するとともに、
持続的な成長を実現していきます。

今後の主な開発プロジェクト

首都圏

首都圏

2013～201220112010

大手町一丁目第２地区
第一種市街地再開発事業

▲ ●
4月着工 9月竣工予定

アーバンネット神田ビル ▲ ●
7月着工 7月竣工予定

芝浦水再生センター
再構築に伴う上部利用事業

▲ ●
2011年度
着工予定

2014年度
竣工予定

首首

地方地方

●
3月竣工予定

中洲4丁目プロジェクト ▲ ●
4月着工 9月竣工予定

うめきた先行開発区域プロジェクト
  （グランフロント大阪）

地地

う ▲
3月着工

　現中期経営計画の最終年である2013年3月

期までの2年間に、延床面積で約110,000m2を

超える開発プロジェクトが竣工する予定で、大

手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業

や、うめきた先行開発区域プロジェクト（グランフ

ロント大阪）など、街全体に大きなインパクトを

与える事業も含まれています。これらを着実に推

進することで、事業基盤の強化を図り、持続的か

つ安定的な成長を実現していきます。
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　　　　地方

事業別概況

芝浦水再生センター
再構築に伴う上部利用事業
国内最高水準の
「環境モデルビル」を実現する、
芝浦水再生センター再構築に伴う
上部利用事業

　当社が代表企業を務める同プロジェク
トは、東京都下水道局が地下に整備す
る下水道施設などの上部に、環境配慮
型のオフィス・商業系ビルを建築するプ
ロジェクトです（竣工：2014年度予定）。
　同プロジェクトは、下水道施設の上部
利用という特殊性を活かし、下水再生
水・下水熱などの未利用エネルギーや自然エネルギーの積極的
活用、設備の省エネルギー、建築物の熱負荷削減、ヒートアイランド
現象の緩和などに取り組み、国内最高水準の「環境モデルビル」と
して「21世紀の持続可能な都市づくり」を目指しています。
　また、建設予定地である品川駅東口エリアは大規模な再開発が
進み、優れた交通利便性から今後さらなる発展が期待されていま
す。当社としてもこのエリアがより一層魅力的な街になるよう貢献
していきたいと考えています。

中洲4丁目プロジェクト
高い商業ポテンシャルを持つ中洲のランドマークとなる
アーバンモダンなホテル、中洲4丁目プロジェクト

　中洲エリアは、ビジネス・観光による来街者で常に賑わう街で
あり、高い商業ポテンシャルを持っています。同プロジェクトは、
中洲エリアの中心部という好立地におけるホテルプロジェクトと
して、2010年4月に着工しました。敷地内にオープンスペースを
設け、街並みに対するゆとりを提供するとともに、地域のシンボルと
なる建物として、2011年9月に竣工の予
定です。
　外観は個性的で地域のランドマーク
を意識したデザインとするとともに、客
室は遮音性や断熱性能に配慮すること
によって、五感をリラックスさせる空間
を提供し、都会のくつろぎの場として、
ビジネス・観光ユースだけでなく、地元
の人も利用したくなるようなアーバンモ
ダンなホテルを目指します。なお、竣工
後はリゾートソリューション株式会社へ
一棟貸しし、同社がホテル事業を運営
する予定です。

アーバンネット神田ビル
ビジネスの新しい拠点と神田の新たなシンボルを創造、
アーバンネット神田ビル

　大手町などの主要ビジネスエリアに隣接する神田エリアは、近年
の秋葉原エリアの発展などもあり、新たなビジネス拠点としての可
能性が高まってきています。その可能性を最大限に活かすべく、アー
バンネット神田ビルは神田駅から徒歩1分という好立地において、
2010年7月に着工しました。同ビルが神田の街に新しい価値をもた
らす起点となるよう、2012年7月の竣工に向けて進めていきます。
　高層ビルが少ない中で、ひときわ目を惹く地上19階建ての外観
フォルムは、地域や伝統とのつながりを意識したデザインを採用し、
環境負荷軽減も考慮した高機能なオフィス、貸会議室、周囲に設置
された質の高い緑化
空間など、神田駅西
口の新たなランド
マークとして、街に
賑いと潤いを提供す
る空間の創造を目指
します。

うめきた先行開発区域プロジェクト
（グランフロント大阪）
関西をリードする交通・経済の中心地を創出する、
うめきた先行開発区域プロジェクト（グランフロント大阪）

　「都心に残された最後の一等地」と称される大阪駅北地区の再
開発は、大阪をアジア・世界へのゲートウェイとして成長させること
を目指し、ひいては関西全体の発展をも担う重要なプロジェクトで
す。関西の玄関口にふさわしい新たな機能を備えた街へと生まれ変
わるべく、約24haにおよぶ広大な敷地のうち約7haを先行開発区
域として、2013年3月の竣工に向け、2010年3月に着工しました。
　関西随一の規模を誇る高規格オフィス、上質なライフスタイルを
提案する商業施設、エリアのホスピタリティを高める国際水準の
ホテル・サービスア
パートメント、新たな
都心居住スタイルを
提供する分譲住宅
など、これからの大
阪を支えるに値する
多様な都市機能を
備えた街づくりを実
現していきます。
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マンション引渡戸数の推移（当社）

　分譲事業では、「WELLITH（ウェリス）」ブラン

ドによるマンション分譲を大都市圏を中心に展開

するほか、土地の立地状況に応じて、戸建・宅地

分譲なども行っています。当社のコア事業の

一つで、当期の営業収益全体の27.7%を占め

ており、事業ポートフォリオの分散化に寄与して

います。今後については、安定的な利益創出を

テーマに、「WELLITH」ブランドの確立と収益

力の強化を目指していきます。

外部環境認識

　2010年（暦年）の首都圏における分譲マンション

の新規供給戸数は44,535戸と前年と比べて大きく

伸長するとともに、販売在庫数も5,600戸と前年より

減少しました。また、初月契約率も好調・不調のバロ

メーターである70%を大きく超える78.4%となるな

ど、総じて好調に推移しました。2011年3月の東日

本大震災以降は一時的に販売活動がストップしまし

たが、4月以降、概ね平常状態に戻っており、全国的

ウェリス高輪

分譲事業

前期と比べて引渡戸数は減少したものの、販売
単価の増加や利益率の改善などにより、増収増益
となりました。ターゲットを明確化した商品企画
の充実により、安定的な利益創出に向けた事業
基盤の再構築を目指します。

WELLITH
WELLITH以外

新規供給戸数（左軸）
販売在庫数（右軸）
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出典：（株）不動産経済研究所 出典：（株）不動産経済研究所
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事業別概況

に引き続き底堅く推移するものと認識しています。一

方、震災による直接的影響は限定的でしたが、今後

発生し得る間接的影響については、その動向を注視

していく必要があると考えています。

当期の業績概況

　当期の分譲事業は、ウェリス高輪、ザ・ライオンズ

大宮 ウェリスレジデンスなど当期竣工7物件および

過年度竣工物件を含め合計717戸のマンションの引

渡しを行いました。また、当期末におけるマンション

完成在庫数は91戸となり、前期末の267戸から大幅

に減少しました。戸建・宅地分譲については、ウェリス

コート本藤沢やコモンステージ香里ヶ丘など214戸

（区画）の引渡しを行いました。なお、東日本大震災

の発生による契約のキャンセルは数件にとどまり、業

績への影響は極めて軽微でした。

　以上の結果、当期の分譲事業は引渡戸数が減少

したものの、販売単価が増加したことなどにより、営

業収益は41,725百万円（前期比0.2％増）、営業利

益は533百万円（前期は10,498百万円の営業損失）

と増収増益となりました。

今後の方針

　今後については、中期経営計画で目指している

「安定的な利益創出ができる事業基盤の再構築」に

注力していきます。具体的戦略としては、事業エリア

と顧客についてターゲットを絞り、経営資源を集中し

ていきます。

　ターゲットエリアは東京・名古屋・大阪を中心と

し、東京においては山手線主要ターミナル駅から

30km圏内または60分以内で借家・社宅入居の世

帯数が多いエリアをターゲットとしました。また、ター

ゲット顧客については、住み替え需要の高いファミ

リー層をメインターゲットとし、ターゲットニーズに合

致した商品の提供を推進していきます。

　なお、東日本大震災の間接的影響として、復興需

要による鋼材価格や人件費などの上昇懸念があり、

建築費上昇の可能性がありますが、施工会社と協働

しながら様々なコスト抑制施策を協議・検討してい

ます。また、資材不足による納期の遅延に関しては、

工事の工程見直しなどにより、影響を極力抑えるよう

努めています。

ウェリス高輪 ザ・ライオンズ大宮 ウェリスレジデンス

事業別概況
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常務取締役
住宅事業部長 伊藤　彰敏

担当役員インタビュー

良質かつお客さまニーズに合致した

商品の提供が基本であるとの考え方

の下、「WELLITH」ブランドの品質

向上をさらに推し進め、安定的な事

業基盤の構築を目指します。

“

”

事業規模が決して大きくはない「WELLITH」
ブランドの競争優位性について、どのように
認識していますか？

　当社の分譲マンションブランド「WELLITH」の競争優位

性は、「NTTグループであること」および「品質の高さ」で

あると認識しています。

　通信事業で培われたNTTブランドの信頼性に加えて、

安心・安全をはじめとする高品質な住まいを提供し続けてき

たことの成果であると自負しています。

　当社では、提供するマンションが安心・安全で高品質であ

ることに加えて、「いつまでも高い資産価値の保てる良質な

住まい」であるべきとの考えの下、マンションの建物や設備

の基本的性能について、確保すべき品質基準を「コアス

ペック」として定めるとともに、将来にわたって資産価値を

維持するために具備すべき機能仕様について、「安全安

心」や「永住性への配慮」など6つのカテゴリーで50以上の

項目を「WELLITH CODE」として定義し、各プロジェクトに

適用しています。

　このような、世代を超えて住み継がれ、いつまでも高い

資産価値を保てる良質な住まいづくりを通じて、お客さま

の豊かな暮らしに貢献し続けることが、安定的な事業基盤

の構築に資すると考え、さらなる品質の向上を推進してい

きます。

お客さまに安心して住んでいただける、
より信頼性の高い

確かな品質の住まいの提供を目指します。

「WELL」（心地よい）+「WITH」（共に）
   =「WELLITH」（“共に心地よい”暮らしを）

ブランドメッセージ

ウェリス = 理性品質
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WELLITH CODE
　　　　 ウェリスコード

その「心地よさ」には理由がある。

WELLITHのブランドコンセプトである「理性品質」を具現化し、

豊かな暮らしの場の創造を目指すために、

私たち「NTT都市開発」は、

ものづくりのための共通言語をまとめました。

それが「WELLITH CODE（ウェリスコード）」。

「安全安心」「環境創造」「快適な生活空間」など、6つの分野で

50項目を超えるこだわりや、細かな工夫、心づかいを掲げました。

お客さまが住んでからこそ実感できる「心地よさ」がそこにあります。

「住んでみてよかった」と、ずっと言っていただけるように。

丁寧に、誠実に「WELLITH CODE」を守り、そして進化し続けます。



英国ロンドンで2棟目となるオフィスビルを取得
　2011年6月に、当社は英国現地法人ユーディーヨーロッパリミテッドを通じて、
英国ロンドン市のオフィスビル「1 King William Street」を取得しました。本物件
は、銀行や保険会社、証券取引所などが集積するロンドン市中心部のシティ地区
に所在するオフィスビルで、バンク駅やイングランド銀行にも近い好立地に位置し
ています。
　今回のオフィスビル取得は、2009年10月に同国同市において取得したオフィス
ビルに続いて2件目となりますが、ロンドンは不動産市場が成熟しており、安定性
が高く、かつ複数物件を同一エリアに保有することで、エリア特性・マーケットの理
解が促進され、効率的なアセットマネジメントができるなどのメリットがあると考え
ています。今後も、安定的な利益創出を目指した投資を継続し、国際事業の着実
な推進・拡大を図っていきます。

　その他の事業では、不動産賃貸事業に関連す

る建物管理やテナント工事、飲食施設の運営な

どの付随サービスおよびファンドビジネスを展開

しており、景気の動向を比較的受けにくい安定

的な収益基盤となっています。また、成長分野と

して期待されるファンド事業は、コア事業で培っ

たノウハウの新たなフィールドへの展開として

位置付けており、将来の安定的収益基盤へと発

展させるべく、積極的に取り組んでいきます。

当期の業績概況と今後の方針

　当期のその他の事業は、安定収入である建物

管理収入に加え、大型のテナント工事があったこ

となどにより、営業収益は16,383百万円（前期比

12.6％増）となったものの、営業費用増加の影響

が大きく、営業利益は1,212百万円（同10.8％

減）となりました。

　今後については、建物管理面積の着実な拡大を

目指すとともに、テナントの要望によるオフィスの

模様替え工事などを積極的に受託していきます。

また、成長分野であるファンド事業においては、

2011年3月に組成した「NU-7ファンド」の貢献や、

2010年5月にJ-REITへ参画したことにより、アセット・

マネジメントフィーやプロパティ・マネジメントフィー

の拡大を目指していきます。

その他の
事業

大型テナント工事により増収となりましたが、費用
増加の影響が大きく、減益となりました。J-REIT

への参画に続き、「NU-7ファンド」の組成を実現
するなど、収益基盤の強化は着実に進行しています。

事業別概況
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分譲物件

　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年以降の竣工
であるため、空調、セキュリティ、情報
通信インフラなど、先進的な設備を
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。

　分譲事業では、“共に心地よい”暮らしを、という願いを込
め、「WELLITH（ウェリス）」ブランドを展開しています。
　豊かな暮らしの場を創造し、高い資産価値を保つ良質な住ま
いづくりを目指しています。

オフィス物件

撮影：ナカサ アンド パートナーズ

① ②

④

撮影：門馬金昭

⑤

撮影：川澄建築写真事務所

⑥

撮影：車田写真事務所

⑦

① ②

主要物件一覧
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撮影 ：フォワードストローク

① 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）
 　　　　’98SDA賞（準優秀賞・地区デザイン賞）

②   JAビル、経団連会館
（大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業）
にぎわいのある国際ビジネス拠点として、大手町地区の
再生を目指す「大手町連鎖型再開発事業」のファースト
プロジェクト。
● 所在地／東京都千代田区
●  土地面積／13,400m2（日経ビル・JAビル・経団連会館合計）
● 竣工／2009年4月　
＜JAビル＞　　　　　　　　　＜経団連会館＞
● 建物延床面積／88,400m2　● 建物延床面積／71,200m2

● 規模／地上37階地下3階　  ● 規模／地上23階地下4階

③ 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
3,250m2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］

④ 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）

⑤ 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）
 　　　　’91SDA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

⑥ 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）

⑦ 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）
 　　　　’06SDA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。

⑧ 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。

① ウェリス高輪
● 所在地／東京都港区
● 規模／総戸数51戸
● 竣工／2010年8月

② ザ・ライオンズ大宮 ウェリスレジデンス
● 所在地／埼玉県さいたま市
● 総戸数／総戸数279戸
● 竣工／2010年8月

③ Brillia WELLITH 文京千駄木
● 所在地／東京都文京区
● 総戸数／総戸数108戸
● 竣工／2011年3月

撮影：三輪晃久写真研究所

③

⑧

③

事業別概況
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経営情報

CSR（企業の社会的責任）活動への取り組み

CSRの基本方針
　私たちNTT都市開発グループは、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を自らの社会的責任と位置付け、
事業活動を通じて様々な取り組みを行ってきました。
　また、NTT都市開発グループとして「NTT都市開
発グループCSR基本方針」を制定し、社会に向けた
CSRメッセージと具体的な3つのCSR行動テーマを
示しています。

「人」と「街」のハーモニー

地域の安全確保
　当社では、有事に備えて日頃から消防署や地区・地域団

体などとの連携により、災害・防犯対策を行い、テナントの

皆さまや周辺地域の皆さまの安全確保に努めています。

　2011年1月には、直下型地震による交通機関の停止を想

定した千代田区帰宅困難者避難訓練が、当社保有物件で

ある秋葉原UDXおよび周辺地域全体で3,200人が参加

して実施され、当社は秋葉原駅周辺地区地域協力会の

メンバーとして実行委員会に参加しました。秋葉原UDX

からは、入居テナントの皆さまを含め350人の方にご参加

いただき、防災意識の向上への貢献と災害に対する備えに

ついての検証・確認を行いました。

　2011年3月11日に発生した東日本大震災の際には、

公共交通機関の停止により帰宅困難者となってしまった

皆さまに、秋葉原UDXの商業スペースを提供し、トイレなど

の施設をご利用いただきました。

　このように当社は、地

域の一員として今後も

皆さまと協力しながら、

よりよい街づくりを目指

し、安心・安全の確保に

向けた取り組みを推進

しています。

「街」と「自然」のハーモニー

屋上緑化活動
　環境問題の一つである、都市部のヒートアイランド現象の

緩和を目指し、アーバンネット三田ビル（東京都港区）、アー

バンネット上名古屋ビル

（愛知県名古屋市）、ＮＴ

Ｔクレド基町ビル（広島

県広島市）の3物件にお

いて、2006年から継続

してサツマイモの水気
アーバンネット三田ビルにおける屋上緑化
活動の様子

千代田区帰宅困難者避難訓練

ＮＴＴ都市開発グループCSR基本方針
（2009年6月改定）

CSRメッセージ
　私たちは、NTTグループの一員として良質な不動産開
発事業を推進し、「人」「街」「自然」が調和する街づくり
を通じて、より暮らしやすい持続可能な社会の実現に
貢献します。

CSRテーマ
「人」と「街」のハーモニー
 ●  街に、住む人、仕事をする人、訪れる人、皆さまが私た
ちの大切なパートナーです。私たちは、パートナー
一人ひとりとの真摯なコミュニケーションを通じて
調和し、より心地よい街づくりを推進します。 

 ●  私たちは、誰もが安心して安全に過ごせる心地のよい
居住空間、機能的で便利なビジネス空間、居住・ビジ
ネス空間が調和した新しい生活空間を創造します。 

「街」と「自然」のハーモニー
 ●  私たちは、街づくりに伴う環境負荷軽減はもとより、
人が身近に自然を感じることのできる快適な空間の
創造に工夫を凝らし、自然と調和する街づくりを推進
します。 

「社員」と「社会」のハーモニー
 ●  私たちは、社員一人ひとりの個を尊重し、失敗を恐れ
ない挑戦者として活躍できる、生き生きとした職場
づくりを推進します。 

●  私たちは、常に感謝の気持ちを忘れず、高い倫理観を
持って、より健全な事業活動を行い、豊かな社会づくり
に貢献します。 

※  水気耕栽培システムとは、肥料の入った養液に空気を混ぜ、作物の根に与え
る栽培方法で、一般にポンプを使った循環システムを使います。
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耕栽培システム※などによる屋上緑化に取り組んでいます。

　アーバンネット三田ビルにおいては、2009年度から従来

のサツマイモ栽培に加え、ゴーヤによる壁面緑化を始め、

2010年度からは生物多様性保全の観点から養蜂活動を新

たに取り入れました。ミツバチによる屋上のゴーヤの授粉も

確認でき、ヒートアイランド対策だけでなく生物多様性の保

全にも貢献することができました。

　また、サツマイモの苗植えや秋の収穫祭などには、当社

の社員のほか入居テナントの皆さまや地域の小学生にご参

加いただいています。

　今後も一連の活動を通じて、社員の環境問題に対する意

識の向上および地域・テナントの皆さまとのコミュニケー

ションの一層の充実を図っていきます。

「社員」と「社会」のハーモニー

社会貢献活動
　当社グループでは、「エコキャップ運動」を全社的に展開

しています。この運動は、ペットボトルのキャップを収集し、

リサイクル事業者へ売却することにより得た資金で、世界

の子供たちにワクチンを贈るものです。2011年7月までに

累計55人分のワクチン購入代金に相当する44,000個の

キャップを回収し、NPO法人

エコキャップ推進協会など

に送付しました。

　これからも豊かな社会づく

りに貢献できるよう、コミュ

ニティとの共生や社員一人

ひとりの成長につながる取り

組みを展開していきます。

CSRホームページの紹介

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

ステークホルダーとのよりよいコミュニケーションを
目指して、CSR活動の詳細について掲載しています。

オフィス内に設置されたエコキャップ
回収ＢＯＸ

投資家とのHarmony

■ディスクロージャーポリシーの制定
　公正かつ公平な情報開示を行い、投資家の皆さまの当社グ
ループへの適切な投資判断に資することを目的とし、ディスク
ロージャーポリシーを制定し、当社の会社情報の公表に対する
姿勢を明確化しました。

■IR情報のホームページ掲載
　決算情報や適時開示資料、有価証券報告書などの掲載に加
え、各種説明会のプレゼンテーション資料掲載や説明会の映像
配信、IRイベントカレンダーの掲載などを行っています。また、各
種資料・IRニュースなどの英語版の早期開示を行い、海外投資
家の皆さまへも即時に情報を伝達できるように努めています。

■アナリスト・投資家向け定期説明会の開催
　中間・期末決算にはアナリスト・投資家向け説明会、第1・第3
四半期には電話会議を開催し、マネジメント層から直接アナリス
ト・機関投資家の皆さまへの説明を行っています。また、各種カン
ファレンスへも参加し、より多くの投資家の皆さまへ当社をご理
解いただけるよう活動しています。

■個人投資家説明会への参加
　個人投資家の皆さまに当社のことをよりご理解いただけるよ
う、個人投資家説明会に参加しています。当期実績としては、
春に東京で開催された「丸の内投資セミナー」に参加、冬には
大阪で開催された「個人投資家向け会社説明会」に参加しま
した。より身近な会社
として感じていただ
けるよう、引き続き、
説明会を実施してい
きます。

■ SRIインデックス（FTSE4Good指数）への
構成銘柄継続

　当社の環境・社会への取り組みが評価
され、世界の上場企業を対象とした社会
的責任投資（SRI）の代表的なインデック
スであるFTSE4Good構成銘柄に、2008
年から継続して選定されています。

「個人投資家向け会社説明会」
の様子
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経営情報

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本方針

　当社は、企業価値の最大化を図るためにはコーポレー

ト・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つであると認

識しており、株主の皆さまをはじめ、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企業倫理・コンプライ

アンスの徹底および確立にも配意し、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います。

　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、監査役会および会

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。

　さらに、投資案件については、経営会議に先立ち、社内

横断的なメンバーで構成される投資検討会において投資

リスクなどを慎重に検討し、リスク管理を行っています。

　当期（2011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、当社の経営および

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開

催するなど、迅速な意思決定に努めており、当期において

25回開催しました。

　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、当期において27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、取締役の職務執行状況を

監査し、業務および財産の状況を調査しています。

　なお、2011年6月22日現在の取締役会は取締役14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。

監督

監督
適法性
の確認監査

開示・説明

経営管理・リスクマネジメント取締役

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

コントロール・
モニタリング

株　　主

取締役会

投資検討会

経営会議

子会社

企業倫理
推進委員会

CSR
委員会

会計監査

監査役室

監査役会

内部
監査部門
（考査室）

弁護士

コーポレート・
ガバナンス

リスク管理・
内部統制

会計監査人

Plan Do Check Action

Plan Do Check Action

コントロール・モニタリング

コーポレート・ガバナンス／CSR経営体制
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内部統制システムの整備の状況

　当社では、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および整備し、職務を執

行しています。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2006年5月11日の取締役会

において決議し、その後内容の充実、反社会的勢力排除姿

勢の明確化、金融商品取引法順守、災害への適正な対応の

観点から改正を加えるなど、社会情勢の変化に応じて柔軟

に内部統制システムを改善し、運用しています。

　また、当社においては、考査室が他の業務執行から独立

した立場で本社各組織、支店およびグループ会社の事業遂

行状況を客観的に検証・評価し、内部監査結果については

経営会議に年2回、内部統制システムについては経営会議・

取締役会に年1回フィードバックを行うことで、継続して内

部統制の有効性の検証・改善を図っています。

リスク管理体制の整備の状況

　当社では、内部統制システムの要ともなるリスクマネジ

メントに関しては、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います。

　また、2007年3月の「内部統制システムの基本方針」改

正に際して制定した、「リスク管理規程」の適切な運用を

図ることにより、事業を取り巻く様々なリスクに対して的確

な管理および実践を通じ、事業の継続と安定的発展を確

保することとしています。

　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、土壌汚染などの環境リスクな

ど、考えられるリスクをすべて洗い出して判断を行うように

努めています。

　2011年3月11日の東日本大震災発生の際も、災害リス

クに備えて2009年3月にあらかじめ組織していた災害対

策推進室により、災害発生後10分以内に社員への安否確

認連絡、30分以内に災害対策本部の設置を行い対応にあ

たりました。その結果、当日中に社員の安否、ビルの被災

状況を確認・対応することができ、突発的に発生した災害リ

スクに対して迅速かつ適切な対応をとることができました。

　これらの当社の基本的な考え方および対応にあたって

の社内体制については、「企業倫理・コンプライアンス規

程」および「ビジネスリスクマネジメントマニュアル」にお

いて定め、社内への浸透を図っています。

企業倫理・コンプライアンス

　当社における企業倫理・コンプライアンスについては、

スタッフ部門、事業推進部門、事業部などの長で構成され

る企業倫理推進委員会を設置し、企業倫理・コンプライ

アンスに対する方針などを審議するとともに、企業倫理・

コンプライアンスに関する研修の実施や、社員向けの相談

窓口としての企業倫理・コンプライアンス・ヘルプラインの

社内周知と適切な運用を徹底しています。当期には、全社

員を対象とした人権啓発等の集合研修、コンプライアンス

に関するe-ラーニング研修を実施するなど、企業倫理・

コンプライアンスの確立に向けた取り組みを継続して実施

しています。

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名を起用しており、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。

　社外取締役は、取締役会に出席し、業務執行から独立し

た視点で適宜発言を行い、その審議を通じて監督機能を

発揮しています。

　社外監査役は、監査役会に出席し、監査役会は、監査の

方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項につい

ての意思決定を行うほか、各社外監査役から監査実施状

況を随時報告しています。また、各社外監査役は、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、

業務および財産の状況を調査しています。いずれの社外

監査役も、業務執行を行う経営陣から独立した立場で監査
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社外監査役からのメッセージ

　株主さまをはじめとするステークホルダーの皆さまの期待に応えて、会社の健
全な発展と企業価値の向上を図るためには、効率的な経営と社会的信用の確保
が欠かせません。
　当期（2011年3月期）は、不動産業界を取り巻く環境に回復の兆しが見え始め
たものの、2011年3月に東日本大震災が発生し、事業環境は先行き不透明な状
況になりました。こうした中、経営側は、持続的な成長と安定的な経営を実現する
ために、今まで以上に慎重かつ迅速な経営判断が求められています。
　このような状況を踏まえて、監査役としては、主要監査項目として、従来の経営
基盤の強化にかかる項目や企業倫理・コンプライアンスにかかる項目などに加え、
大震災からの復旧および今後の激甚災害対策などを設定しました。これらの項目
の監査を通じて、迅速かつ適正な経営が遂行されるよう、経営側と密に意見交換
をしながら、職責を果たしていきます。

常勤監査役

坂下　昭

にあたっています。

　なお、取締役会には、社外取締役および社外監査役が

出席し、業務執行の監督機能を強化しています。

　社外監査役は、内部統制システムの監査の実施にあた

り、内部統制システムの基本方針に定める各体制の主管

部門から随時報告・説明を受けるなどにより当該部門と連

携を図った上で、内部統制部門を監査しています。また、

社外取締役は、取締役会の出席などを通じて、内部統制シ

ステムの整備・運用状況などについて報告を受けることな

どにより、内部統制部門の業務執行を監視しています。

当期における社外役員の取締役会および
監査役会への出席状況

  取締役会 監査役会

  地位 出席回数 出席率 出席回数 出席率

  取締役 24回／25回 96.0％ － －
  常勤監査役 25回／25回 100.0％ 27回／27回 100.0％
  常勤監査役 25回／25回 100.0％ 27回／27回 100.0％
  常勤監査役 24回／25回 96.0％ 26回／27回 96.3％
 監査役 19回／19回 100.0％ 18回／18回 100.0％

役員報酬

　取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成さ

れており、取締役会にて決定しています。月額報酬は、役

位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づいて支給し、賞

与については、当期の会社業績などを勘案し、支給してい

ます。また、月額報酬の一定額以上を拠出し、役員持株会

を通じて自社株式を購入するとともに、在任期間中は、そ

のすべてを保有することとしています。

　監査役については、高い独立性の確保の観点から、業績

との連動は行わず、月額報酬のみを支給することとしてい

ます。

当期における取締役および監査役の報酬等の額

  報酬等の総額 報酬等の種類別の総額（百万円）

  区分 （百万円） 基本報酬 賞与 支給人員数

  取締役 
  （社外取締役を除く） 327 285 42 16
  監査役 
  （社外監査役を除く） ― ― ― ―
 社外役員 59 59 ― 3

（注）1． 取締役および監査役の報酬額については、2007年6月21日開催の第22
期定時株主総会において、取締役の報酬額を年額4億80百万円以内、監
査役の報酬額を年額80百万円以内と決議しています。

　　2． 上記には、2010年6月18日開催の第25期定時株主総会の終結の時を
もって退任した取締役3名を含んでいます。

　　3． 上記のほか、使用人兼務取締役の内10名に対する使用人分賞与28百万
円があります。

経営情報
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経営情報

役員一覧 （2011年7月1日現在）

北村　明義
資産活用推進部長
東海支店担当
中国支店担当
九州支店担当
北海道支店担当

長谷川　和弘
不動産投資推進部長

山内　功

坂下　昭 荻原　健

伊藤　彰敏
住宅事業部長

奥田　孝浩
経営企画部長
CSR担当

飯嶋　弘士
ビル事業本部副本部長
ビル事業本部
災害対策推進室長

楠本　正幸
商業事業推進部長

柳田　優
関西支店長

池田　仁

西村　善治
開発推進部長

篠田　智
財務部長

中原　志郎
総務部長

伊藤　隆規
ビル事業本部副本部長

榎本　晶夫

三ツ村　正規 大澤　秀雄
ビル事業本部長

代表取締役社長

常務取締役

取締役

常勤監査役 監査役

代表取締役常務

（注）1. 取締役のうち山内功は、社外取締役です。
       2. 監査役の坂下昭、池田仁、榎本晶夫、および荻原健は、社外監査役です。
       3. 当社は、社外監査役池田仁を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員に指定し、同取引所に届け出ています。
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 単位：百万円

 2006 2007 2008 2009 2010 2011

会計年度 :
 営業収益 ....................................  ¥110,833 ¥128,215 ¥138,206 ¥144,277 ¥149,224 ¥145,693
 営業利益 ....................................  21,716 25,091 28,718 25,244 16,129 24,324
 当期純利益 .................................  11,401 12,995 14,758 15,989 6,116 9,307

 営業活動によるキャッシュ・フロー .....  22,243 (5,076) 5,700 (12,091) 35,168 40,417
 投資活動によるキャッシュ・フロー .....  (45,157) (32,995) (77,893) (57,397) 6,695 (28,257) 
 財務活動によるキャッシュ・フロー .....  32,214 20,823 85,038 63,079 (30,028) (14,641)
 フリー・キャッシュ・フロー ................  (22,913) (38,072) (72,192) (69,488) 41,863 12,159

 投資額 .......................................  54,622 48,595 93,367 75,638 24,714 29,925
 減価償却費 .................................  23,828 23,657 23,246 25,762 25,520 23,388

会計年度末 :
 総資産 .......................................  543,792 581,848 900,325 936,650 916,725 910,492 
 純資産 .......................................  － 125,169 177,969 183,593 185,537 190,783
 自己資本.....................................  115,696 125,091 136,395 148,150 150,232 155,534
 有利子負債 .................................  268,942 293,069 451,849 521,070 496,682 487,780

経営指標 :
 純収入（NOI） ..............................  47,237 50,504 52,748 64,277 61,480 56,722
 自己資本当期純利益率（ROE）（%） ..  10.1 10.8 11.3 11.2 4.1 6.1
 自己資本比率（%） ........................  21.3 21.5 15.1 15.8 16.4 17.1
 自己資本配当率（DOE）（%） ...........  2.9 2.7 3.0 2.8 2.6 2.6
 配当性向（%） ..............................  29.1 25.3 26.8 24.7 64.6 42.4
 ネットD/Eレシオ（倍） .....................  2.16 2.32 2.44 2.78 2.55 2.45
 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ..  6.9 － 1.2 － 4.3 5.1

    単位：円

1株当たり :

 純資産 ........................................  ¥35,153.14 ¥38,007.98 ¥41,442.57 ¥45,014.04 ¥45,646.72 ¥47,257.78
 当期純利益 ..................................  3,440.22 3,948.64 4,484.09 4,858.34 1,858.48 2,827.98
 配当金 ........................................  1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200

注記
• 2007年3月期より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」等を適用しています。
• NOIは2007年3月期より連結ベースで表示しています。
•  2008年3月期、2009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。

•  1株当たり情報については、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）により算出し、遡及修正を行った場合の数
値をもとに作成しています。

指標計算式
• 投資額 ＝ 資本的支出 ＋ 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）
• NOI（Net Operating Income：純収入） ＝ 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）
• 1株当たり当期純利益 ＝ 当期純利益 ÷ 発行済株式数
• 自己資本当期純利益率 ＝ 当期純利益 ÷ （（前期末自己資本 ＋ 当期末自己資本）÷ 2）
• 配当性向 ＝ 1株当たり配当金（年額） ÷ 1株当たり当期純利益
• 自己資本配当率 ＝ 配当金（年額） ÷ （（前期末自己資本 ＋ 当期末自己資本）÷ 2）
• ネットD/Eレシオ ＝ （有利子負債 － 現金及び現金同等物 － 預け入れ期間が3カ月を超える定期預金）÷ 純資産
• インタレスト･カバレッジ･レシオ ＝ 営業活動によるキャッシュ･フロー ÷ 利息の支払額（営業活動によるキャッシュ･フローベース）
• 自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分（2006年3月期以前の自己資本は資本合計）

財務セクション

6年間の主要財務データ
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1. 経営成績の分析
　2011年3月期におけるわが国経済は、鉱工業生産に下げ止まりの兆しが見られるなど、

一部に持ち直しの動きが見られましたが、東日本大震災の影響により、景気の先行きは

不透明な状況が続いています。

　賃貸オフィス市場においては、オフィスビルの平均空室率は引き続き高い水準が続いて

おり、賃料相場も弱含みが続くなど、厳しい状況が続いています。マンション分譲市場に

おいては、経済対策の効果などもあり、都心部を中心に概ね良好な販売状況となりました。

　また、2011年1月1日時点の地価公示においては、全国的な地価の下落傾向が続いて

いるものの、下落率が縮小するなど転換の動きも見られました。

　こうした事業環境の中、当社グループは収益力の強化に取り組みつつ、持続的な成長

を目指して着実に事業を展開しました。プレミア投資法人が資産の運用を委託する資産

運用会社であるプレミア・リート・アドバイザーズ株式会社の発行済株式の過半を取得する

とともに、プレミア投資法人の第三者割当増資を引受けました。また、新たな不動産ファンド

「NU-7ファンド」の運用を開始するなど、新たな分野の事業を展開しました。

　なお、東日本大震災の影響については、人命に関わる被害はなく、また、施設の一部に

損壊箇所があったものの、継続使用に支障はなく、全体的な被害としては軽微でした。

　以上の結果、2011年3月期における経営成績は、営業収益は145,693百万円（前期比

3,530百万円減、2.4%減）、営業利益は24,324百万円（同8,195百万円増、50.8%増）、

経常利益は18,554百万円（同8,339百万円増、81.6%増）となり、資産除去債務会計基

準適用に伴う影響額や東日本大震災による損失を特別損失に計上したことなどにより、

当期純利益は9,307百万円（同3,190百万円増、52.2%増）となりました。

（1）営業収益
　2011年3月期における営業収益は145,693百万円（前期比3,530百万円減、2.4%

減）となりました。これは主に、不動産賃貸事業において既存物件の賃料収入が減少した

ことや前期に実施した物件売却の影響などによるものです。

（2）営業総利益
　2011年3月期における営業原価は104,442百万円（前期比11,380百万円減、9.8%

減）となりました。これは主に、分譲事業におけるたな卸資産の評価損の営業原価への計

上額が前期より減少したことなどによるものです。

　以上の結果、2011年3月期の営業総利益は41,251百万円（前期比7,850百万円増、

23.5%増）となりました。
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（3）営業利益
　2011年3月期の販売費及び一般管理費は16,926百万円（前期比344百万円減、

2.0%減）となりました。これは主に、分譲事業における分譲マンションの引渡戸数の減少

に伴う広告宣伝費の減少などによるものです。

　以上の結果、2011年3月期の営業利益は24,324百万円（同8,195百万円増、50.8%

増）となりました。

（4）経常利益
　営業利益の増加などにより、2011年3月期の経常利益は18,554百万円（前期比

8,339百万円増、81.6%増）となりました。

（5）税金等調整前当期純利益
　2011年3月期の特別利益は、前期と比べて固定資産売却益が17,416百万円減少した

ことなどにより、220百万円（前期比17,407百万円減、98.8%減）となりました。

　2011年3月期の特別損失は、2,652百万円（同3,372百万円減、56.0%減）となりま

した。これは主に、固定資産除却損1,052百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額1,001百万円を計上した一方で、前期に計上した減損損失3,086百万円の計上が

なかったことなどによります。

　以上の結果、2011年3月期の税金等調整前当期純利益は16,122百万円（同5,696

百万円減、26.1%減）となりました。

（6）当期純利益
　2011年3月期の当期純利益は9,307百万円（前期比3,190百万円増、52.2%増）と

なりました。これは主に、法人税等調整額の減少12,684百万円などによるものです。

営業利益

当期純利益
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（7）セグメントの状況
不動産賃貸事業
　2011年3月期における不動産賃貸事業については、当期に竣工、取得した物件

や、大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業において竣工したJAビル、経団連

会館（東京都千代田区）などの前期に竣工した物件の賃料収入が通期で寄与したも

のの、既存物件の賃料収入が減少したことや前期に実施した物件売却の影響などに

より、前期に対して減収減益となりました。

　また、市場のオフィスビルの平均空室率が引き続き高い水準にある中、2011年3

月31日現在の当社グループの保有するオフィスビルの平均空室率は、東京都心5区

で3.6%（前期末時点6.5%）、全国ベースで5.7%（前期末時点6.4%）と、特に東京

都心部で大きく改善しました。

　新規ビルの開発事業については、アーバンネット天神ビル（福岡県福岡市）、うめ

きた先行開発区域プロジェクト（グランフロント大阪）（大阪府大阪市）、大手町一丁

目第2地区第一種市街地再開発事業（東京都千代田区）、アーバンネット神田ビル

（東京都千代田区）、芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業（東京都港区）

などが進行中です。

　なお、2011年3月期においては、アーバンネット四条烏丸ビル（京都府京都市）など

が竣工しました。

　以上の結果、2011年3月期における不動産賃貸事業の営業収益は92,608百万円

（前期比5,484百万円減、5.6%減）、営業費用は63,381百万円（同3,188百万円

減、4.8%減）となり、営業利益は29,226百万円（同2,295百万円減、7.3%減）となり

ました。

主要ビル別NOIおよび地域別・用途別NOI

　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※を重視し

ています。

　2011年3月期のNOIは、全国で56,722百万円（前期比4,758百万円減、

7.7%減）となりました。東京都心部ならびに東京都その他および周辺都市部に

おいては、既存ビルの減収などによりNOIは減少し、35,594百万円（同3,994

百万円減、10.1%減）となりました。地方都市部においても、アーバンネット四条

烏丸ビル（京都府京都市）の竣工があったものの、既存ビルの減収などにより、

21,128百万円（同763百万円減、3.5%減）となりました。
※ NOI （Net Operating Income：純収入）＝ 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）

財務セクション

不動産賃貸事業　営業収益
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主要ビル別NOI
 　

ビル名 所在地 主要用途
 2010年3月期 2011年3月期

    （百万円） （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 5,920 5,371
大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 オフィス 4,403 3,972
ＮＴＴ幕張ビル 千葉市美浜区 オフィス 2,309 1,979
グランパーク 東京都港区 オフィス 4,727 4,521
シーバンスＮ館 東京都港区 オフィス 3,052 2,465
東京オペラシティ 東京都新宿区 オフィス 1,704 1,512
アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 オフィス 1,016 －
秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区 オフィス 7,722 7,530
ＪＡビル、経団連会館 東京都千代田区 オフィス 1,113 1,989
アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 オフィス 548 216
アーバンネット五橋ビル 仙台市青葉区 オフィス 240 217
アーバンネットＣＳビル 名古屋市中区 オフィス 347 343
アーバンネット静岡ビル 静岡市葵区 オフィス 305 307
アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市葵区 オフィス 390 359
アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 オフィス 109 106
アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 オフィス 450 439
アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス 2,275 2,131
住友商事名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス － 287
ＮＴＴ大阪中央ビル 大阪市中央区 オフィス 374 373
アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 オフィス 435 413
アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 オフィス 336 328
アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 オフィス 437 441
アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 オフィス 351 330
アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 オフィス 375 362
トレードピア淀屋橋 大阪市中央区 オフィス 849 742
ＮＴＴクレド基町ビル 広島市中区 商　業 3,287 3,269
ＮＴＴクレド白島ビル 広島市中区 オフィス 816 775
ＮＴＴクレド岡山ビル 岡山市北区 オフィス 316 309
ＮＴＴ－Ｔビル 福岡市中央区 商　業 2,127 2,068
ＮＴＴ－ＫＦビル 福岡市中央区 オフィス 323 234
アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 オフィス 280 248
エムズ大通ビル 札幌市中央区 オフィス 367 365
エムズ南22条ビル 札幌市中央区 オフィス 114 116
アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 オフィス 745 767
その他の物件　計 　 　 13,302 11,820
合計 　 　 61,480 56,722

地域別・用途別NOI
  2010年3月期 2011年3月期

エリア・区分        
  合計（百万円） オフィス・商業  住宅・その他 合計（百万円） オフィス・商業  住宅・その他

東京都心部  31,955   30,207 

東京都その他
 39,589  1,806 35,594  1,634

および周辺都市部  5,827   3,752 
地方都市部 21,891 18,370 3,520 21,128 17,852 3,275
合計 61,480 56,153 5,327 56,722 51,812 4,909

（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、渋谷区および新宿区の都心5区を指しています。
• 「東京都その他および周辺都市部」とは、「東京都心部」をのぞく東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、群馬県
   および栃木県を指しています。
• 「地方都市部」とは、上記以外の地域を指しています。
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分譲事業
　2011年3月期における分譲事業については、豊かな暮らしの場の創造、そして、

資産価値を保てる良質な住まいづくりを目指してマンションを中心とした分譲事業を

展開しました。

　マンション分譲事業については、2011年3月期に竣工したウェリス高輪（東京都港

区）、ウェリスライオンズ ザ・セントラル（愛知県名古屋市）などの引渡しを行い、過年

度竣工物件を含め合計で717戸のマンションの引渡しを行いました。また、戸建分譲

についてはウェリスコート本藤沢（神奈川県藤沢市）、宅地分譲についてはコモンス

テージ香里ヶ丘（大阪府枚方市）などの引渡しを行いました。

　以上の結果、2011年3月期における分譲事業の営業収益は41,725百万円（前期

比81百万円増、0.2%増）、営業費用は41,192百万円（同10,950百万円減、21.0%

減）となり、営業利益は533百万円（前期は10,498百万円の営業損失）となりました。

分譲事業における種類別・地域別の営業収益状況
 

区分
  2010年3月期   2011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 421 15,959 463 22,948

  その他の地域 422 14,718 253 8,678

 　完成在庫  267 － 91 －
 宅地分譲等
 　引渡数 首都圏 12 2,481 20 1,957

  その他の地域 242 6,559 306 5,828

 　完成在庫  42 － 27 －
 マンション／
 宅地分譲等合計
 　引渡数 首都圏 433 18,441 483 24,906

  その他の地域 664 21,277 559 14,507

 　完成在庫  309 － 118 －
 その他
 　引渡数 首都圏 － － － －
  その他の地域 2 1,925 1 2,312

 　完成在庫  － － － －
 総合計（収益）  － 41,643 － 41,725
（注） 1.  共同事業物件については、当社事業割合に応じた戸数を記載し、小数点以下は切捨てで表示しています。
 2.  完成在庫は各期末の数値です。マンションの完成在庫には、契約済未引渡しの物件が2010年3月期は42戸、2011年

3月期は16戸含まれており、宅地分譲等の完成在庫には、同様に2010年3月期は6区画、2011年3月期は10区画が
含まれています。

 3.  2010年3月期の宅地分譲等の引渡数のうち、48件（5,521百万円）、2011年3月期の宅地分譲等の引渡数のうち、
112件（4,119百万円）は土地の売却によるものです。

その他の事業
　2011年3月期におけるその他の事業の営業収益は16,383百万円（前期比1,829

百万円増、12.6%増）、営業費用は15,170百万円（同1,975百万円増、15.0%増）と

なり、営業利益は1,212百万円（同146百万円減、10.8%減）となりました。
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2.財政状態の分析
（1）連結貸借対照表の状況

●資産
　資産の部は910,492百万円（前期末比6,232百万円減）となりました。

　流動資産は113,762百万円（同11,437百万円減）となりました。これは主に、受取

手形及び営業未収入金の減少7,944百万円、たな卸資産の減少979百万円などに

よるものです。

　固定資産は796,729百万円（同5,204百万円増）となりました。これは主に、土地

の増加4,508百万円、投資有価証券の増加3,615百万円、建設仮勘定の増加3,093

百万円、建物及び構築物（純額）の減少7,675百万円などによるものです。

　なお、賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額、2011年3月期における増減額および

2011年3月期末の時価は、次のとおりです。

　　（単位：百万円）
 連結貸借対照表計上額 

2011年3月期末の時価
 2010年3月期末残高 2011年3月期増減額 2011年3月期末残高

 737,885 （771） 737,113 1,180,817

（注）1. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額および減損損失累計額を控除した額です。
　　2.  2011年3月期の増減額のうち、主な増加要因は不動産取得（7,019百万円）、主な減少要因は不動産売却（1,270

百万円）です。

 ●負債
　負債の部は719,709百万円（前期末比11,477百万円減）となりました。

　流動負債は104,822百万円（同19,848百万円増）となりました。これは主に、1年

内返済予定の長期借入金の増加23,021百万円、コマーシャル・ペーパーの減少

4,999百万円などによるものです。

　固定負債は614,886百万円（同31,326百万円減）となりました。これは主に、長期

借入金の減少34,060百万円、受入敷金保証金の減少4,353百万円、社債の増加

8,386百万円などによるものです。

　なお、2011年3月期末における有利子負債は、487,780百万円（同8,902百万円

減）となり、ネットD/Eレシオは2.45倍（前期末は2.55倍）となりました。

●  純資産
　純資産の部は190,783百万円（前期末比5,245百万円増）となりました。これは主

に、当期純利益9,307百万円、配当金の支払3,949百万円などによるものです。

（2）キャッシュ・フローの状況
　2011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、前期末に比べ

2,493百万円減少し、18,015百万円となりました。なお、2011年3月期のフリー・キャッ

シュ・フロー※は前期より29,704百万円減少し、12,159百万円となりました。
※ 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

（百万円）

100,000

50,000

0

150,000

200,000 190,783

2007 201020092008 （3月期）2011

（百万円）

600,000

400,000

200,000

0

800,000

1,000,000
910,492

2007 201020092008 （3月期）2011

総資産

純資産



43NTT都市開発株式会社　アニュアルレポート2011

（営業活動によるキャッシュ・フロー）
　営業活動によるキャッシュ・フローは、前期より5,249百万円増加し、40,417百万

円の増加となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益16,122百万円、減価

償却費23,388百万円、売上債権の減少8,122百万円などによる資金の増加があった

ことによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）
　投資活動によるキャッシュ・フローは、前期より34,953百万円減少し、28,257百万

円の減少となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出24,533百万

円、投資有価証券の取得3,739百万円などによる資金の減少があったことによる

ものです。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
　財務活動によるキャッシュ・フローは、前期より15,386百万円増加し、14,641百万

円の減少となりました。これは主に、長期借入れによる収入33,300百万円、社債の

発行による収入9,994百万円による資金の増加に対して、長期借入金の返済による

支出44,339百万円、コマーシャル・ペーパーの減少4,999百万円、配当金の支払額

3,949百万円などによる資金の減少があったことによるものです。

（3）資本政策・配当政策
 ●資本政策
　2011年3月期においては、設備投資や出資、たな卸資産の取得などの資金需要に

対して、金融機関からの借入および社債の発行などにより資金調達を行いました。

　当社は資本政策上、今後の投資活動やたな卸資産の取得などのための資金需要

に対する資金調達手段の柔軟性を確保するため、コマーシャル・ペーパー（短期債）、

ならびに社債（長期債）について、ムーディーズおよび（株）格付投資情報センター

より以下の格付を取得しています。今後も格付の維持・向上に努める考えです。

  ムーディーズ （株）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 A1 AA–

（2011年3月31日現在）
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  ●配当政策
　当社における利益配分については、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

方針としています。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います。

　この方針に基づき、当社は、2011年3月期の1株当たり年間配当金を1,200円とし

ました。

　なお、配当は、期末配当および中間配当の年2回を予定しており、これらの決定機

関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会となっています。

　また、当社は「当社は、取締役会の決議によって、毎年9月30日を基準日として中間

配当をすることができる」旨を定款に定めています。

3.投資の概要
　当社グループ（当社および連結子会社）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などへの投資と、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います。

　2011年3月期における設備投資の内訳は次のとおりです。

セグメントの名称 2011年3月期（百万円）

不動産賃貸事業 23,520

分譲事業 0

その他の事業 38

計 23,560

全社 2,122

合計 25,682

　不動産賃貸事業における主な設備投資は、2010年10月に竣工したアーバンネット四条

烏丸ビル（京都府京都市）4,693百万円、2010年4月に取得した住友商事名古屋ビル

（愛知県名古屋市）3,338百万円、2010年9月に持分を取得したUD御堂筋ビルおよび

UD御堂筋アネックスビル（大阪府大阪市）1,915百万円、リニューアル投資6,560百万円

などです。

　なお、その他の投資として、投資有価証券3,739百万円を取得し、全体の投資額は

29,925百万円となりました。

4.経営上の重要な契約など
　該当事項はありません。
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産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号 2006

年7月5日）を適用しています。今後の不動産市況の悪化な

ど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などの固定資産を保

有していますが、今後の経済情勢などの変化などにより当社

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
　2011年3月期末の連結有利子負債残高487,780百万円

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

含む）、当社の格付の低下などの事由により制約を受けるこ

とがあります。

  2010年3月期 2011年3月期

総資産額（百万円） 916,725 910,492

有利子負債額（百万円） 496,682 487,780

有利子負債額／総資産額（%） 54.2 53.6

営業収益（百万円） 149,224 145,693

支払利息（百万円） 8,267 7,928

支払利息／営業収益（%） 5.5 5.4

⑤営業活動によるキャッシュ・フロー
　当社グループは、分譲事業の用地仕入れの影響により、

営業活動によるキャッシュ・フローが変動しやすい状況にあ

ります。

　2011年3月期における営業活動によるキャッシュ・フロー

は、前期より5,249百万円増加し、40,417百万円の増加と

なりましたが、今後のたな卸資産の増加などにより、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。

5.事業上のリスク
　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います。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

観点から記載しています。また、これらの事業などのリスクに

ついては、当社グループのリスク管理関連規程などに基づき

管理しています。なお、本文中における将来に関する事項は、

2011年6月22日現在において当社グループが判断したもの

です。

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
　当社グループでは、2011年3月期における連結営業収

益の61.4%を不動産賃貸事業収益が占めています。不動

産賃貸事業は景気動向などに影響を受けやすい傾向があ

り、中長期的な景気動向を想定し、賃料下落や空室率上昇

に対する対応策を検討していますが、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などによっては、

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
　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などにより悪化した場合には、分

譲事業における販売の長期化に伴う収益の減少やたな卸

資産の増加などが生じ、当社グループの業績に影響が及ぶ

可能性があります。また、東日本大震災の影響による、建築

資材・設備の不足などに伴う工程の遅延などが想定され、

工期の延伸を余儀なくされる可能性があります。

③資産価格の下落
　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

期から適用しています。また、2009年3月期より、「棚卸資

財務セクション
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⑥ 不動産関連法規および
その他の法規の制改定に関するリスク

　当社グループは、不動産関連法規およびその他の法規

の規制を受けており、今後、これらの法規が制改定された

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取引先の選定および与信リスク
　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、債権回収の不調な

ど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。

　また、建設工事などの発注先の選定にあたっては、取引

先の業務執行に伴う不祥事、トラブル、経営不振などにより

当社グループの経済的損失の発生および社会的信用の低

下につながり、業績に影響を及ぼす可能性がありますが、こ

れらに対しては、取引先を選定するための社内委員会を設

置し、取引先の信用および工事完成能力などを調査すると

ともに、予め品質や納期などの基準を満たさない、または、

事件、事故などを起こした場合の契約解除基準を設けるこ

とにより、事前の予防とリスク回避に努めています。

（2）事業リスク
①開発案件の投資判断に関するリスク
　当社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います。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

場調査などの確認を行った上で、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

役会など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および社会的信用の低下が

ないよう努めています。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など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
　売買契約や工事請負契約などの契約については、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および社会的信用の低下

などが当社の業績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などを用いて、契約

書などの事前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 ビル管理業務などにおける
建物の毀損・劣化に関するリスク

　当社グループの保有している賃貸用建物については、定

期的な点検や保守などを実施していますが、建物の毀損・

劣化およびそれを原因とする劣化や設備の故障などによる

事故などが発生した場合には、建物の毀損・劣化およびそ

れを原因とする事故などによるクレームの発生、損害賠償

責任の発生、社会的信用の低下、リニューアル・建て替えな

どに伴う経済的負担の増加などにつながり、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。

④ ビル管理業務などにおける大規模災害などへの
対応に関するリスク

　大規模な地震や洪水などの自然災害、火災、事故やテロ

などにより、保有している賃貸用建物が毀損、滅失または

劣化するなど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。これら大規模災害

などに対しては、想定される災害の特定、テナントや建物運

営への影響、緊急連絡体制、災害に応じた応急措置などに

より、大規模災害などを想定し予め策定した事業継続計画

（BCP）を推進し、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います。

NTTおよ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

における位置付けなど
　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い

ます。ただし、重要な問題については親会社である日本電

信電話（株）（以下、「NTT」という）との話し合い、または

NTTに対する報告を行っていますが、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。
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　なお、NTTの2011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

権利を有しています。

（2）NTTグループとの取引関係
　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

費の支払を行っています。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などの役務およ

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

なるものと考えています。

　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いますが、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います。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

得していますが、取得価格は、一般市場からの土地取得と

同様、事業採算性などを勘案し、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。

不動産賃貸事業（単体）におけるＮＴＴグループとの取引
　 2010年3月期 2011年3月期

不動産賃貸事業収益（百万円） 90,573 84,996

NTTグループからの収益（百万円） 31,191 28,236

NTTグループからの収益／
不動産賃貸事業収益（%） 34.4 33.2

（3）NTTグループとの人的関係
　当社では、NTTグループより受け入れる社員について

は、出向ではなく、転籍としています。また、当社は、2011

年6月22日現在において、社外取締役および社外監査役と

してNTTから各1名を招聘していますが、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

行っています。

（4）NTTグループからの独立性確保の状況
　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

を行っています。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います。

6.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

ている現状を鑑みて、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いま

せん。

財務セクション
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資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 .................................................................................................  

　　受取手形及び営業未収入金 .............................................................................  

　　販売用不動産 .................................................................................................  

　　仕掛販売用不動産 ..........................................................................................  

　　未成工事支出金 ..............................................................................................  

　　原材料及び貯蔵品 ..........................................................................................  

　　リース投資資産 ..............................................................................................  

　　預け金 ...........................................................................................................  

　　繰延税金資産 .................................................................................................  

　　その他 ...........................................................................................................  

　　貸倒引当金 ....................................................................................................  

　　流動資産合計 .................................................................................................  

　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物 ..........................................................................................

　　　　減価償却累計額 .......................................................................................

　　　　建物及び構築物（純額） ............................................................................
　　　機械装置及び運搬具 ....................................................................................

　　　　減価償却累計額 .......................................................................................

　　　　機械装置及び運搬具（純額）  .....................................................................
　　　土地 ...........................................................................................................

　　　リース資産 ..................................................................................................

　　　　減価償却累計額 .......................................................................................

　　　　リース資産（純額） ....................................................................................
　　　建設仮勘定 .................................................................................................

　　　その他 ........................................................................................................

　　　　減価償却累計額 .......................................................................................

　　　　その他（純額）  .........................................................................................
　　　有形固定資産合計 .......................................................................................

　　無形固定資産 .................................................................................................  

　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 ..............................................................................................

　　　長期前払費用 ..............................................................................................

　　　繰延税金資産 ..............................................................................................

　　　その他 ........................................................................................................

　　　貸倒引当金 .................................................................................................

　　　投資その他の資産合計 ................................................................................

　　固定資産合計 .................................................................................................  

　資産合計 ...........................................................................................................

2010年3月期

  

 ¥     9,601

 14,403

 11,767

 69,622

 150

 52

 1,799

 12,029

 1,507

 4,272

 (6)

 125,200

 672,971

 (335,910)

 337,061

 13,480

 (11,062)

 2,418

 395,698

 683

 (523)

 160

 6,624

 13,997

 (10,090)

 3,907

 745,870

 3,416

 17,535

 18,410

 332

 5,961

 (0)

 42,238

 791,525 

 ¥ 916,725

2011年3月期

  

 ¥   10,270 

 6,458 

 7,630 

 72,648 

 269 

 63 

 2,394 

 8,417 

 1,723 

 3,887 

 (2)

 113,762

 

 

 683,708 

 (354,323)

 329,385 

 13,500 

 (11,368)

 2,132 

 400,206 

 651 

 (448)

 203 

 9,718 

 14,823 

 (11,205)

 3,618 

 745,265 

 4,969

 

 21,150 

 17,982 

 373 

 6,990 

 (0)

 46,495 

 796,729 

 ¥ 910,492

（単位：百万円）

財務セクション

連結貸借対照表
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負債の部
　流動負債
　　支払手形及び営業未払金 ................................................................................

　　リース債務 .....................................................................................................

　　1年内返済予定の長期借入金 ...........................................................................

　　1年内償還予定の社債 .....................................................................................

　　コマーシャル・ペーパー ....................................................................................

　　未払法人税等 .................................................................................................

　　瑕疵担保損失引当金 .......................................................................................

　　災害損失引当金 ..............................................................................................

　　その他 ...........................................................................................................

　　流動負債合計 .................................................................................................

　固定負債
　　社債 ..............................................................................................................

　　長期借入金 ....................................................................................................

　　リース債務 .....................................................................................................

　　受入敷金保証金 ..............................................................................................

　　負ののれん .....................................................................................................

　　繰延税金負債 .................................................................................................

　　退職給付引当金 ..............................................................................................

　　役員退職慰労引当金 .......................................................................................

　　瑕疵担保損失引当金 .......................................................................................

　　資産除去債務 .................................................................................................

　　その他 ...........................................................................................................

　　固定負債合計 .................................................................................................

　負債合計 ...........................................................................................................  

純資産の部
　株主資本
　　資本金 ...........................................................................................................  

　　資本剰余金 ....................................................................................................

　　利益剰余金 ....................................................................................................

　　株主資本合計 .................................................................................................

　その他の包括利益累計額
　　その他有価証券評価差額金 .............................................................................

　　為替換算調整勘定 ..........................................................................................

　　その他の包括利益累計額合計 ..........................................................................

　少数株主持分 ....................................................................................................

　純資産合計 ........................................................................................................

負債純資産合計 ....................................................................................................  

2010年3月期 2011年3月期

 ¥    6,287

 130

 44,339

 2,861

 4,999

 607

 553

 －
 25,194

 84,973

 115,318

 329,163

 157

 92,434

 32,234

 70,854

 5,734

 88

 60

 －
 166

 646,213

 731,187

 48,760

 34,109

 67,270

 150,140

 113

 (21)

 91

 35,305

 185,537

 ¥916,725

 ¥    8,083 

 101 

 67,360 

 1,611 

 －
 5,662 

 －
 574 

 21,428 

 104,822

 

 123,704 

 295,102 

 196 

 88,081 

 30,186 

 68,644 

 5,889 

 121 

 60 

 2,737 

 159 

 614,886 

 719,709

 

 

 48,760 

 34,109 

 72,628 

 155,498

 

 257 

 (221)

 36 

 35,248 

 190,783 

 ¥910,492

（単位：百万円）
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営業収益 ..............................................................................................................
営業原価 ..............................................................................................................
営業総利益 ...........................................................................................................
販売費及び一般管理費 ..........................................................................................
営業利益 ..............................................................................................................
営業外収益
　受取利息 ...........................................................................................................
　受取配当金 ........................................................................................................
　受取分担金 ........................................................................................................
　固定資産受贈益 .................................................................................................
　負ののれん償却額 ..............................................................................................
　持分法による投資利益 ........................................................................................
　その他 ..............................................................................................................  
　営業外収益合計 .................................................................................................
営業外費用
　支払利息 ...........................................................................................................
　その他 ..............................................................................................................  
　営業外費用合計 .................................................................................................
経常利益 ..............................................................................................................
特別利益
　固定資産売却益 .................................................................................................
　その他 ..............................................................................................................
　特別利益合計 ....................................................................................................
特別損失
　固定資産売却損 .................................................................................................
　固定資産除却損 .................................................................................................
　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額  .........................................................
　減損損失 ...........................................................................................................
　災害による損失 ..................................................................................................  
　その他 ..............................................................................................................  
　特別損失合計 ....................................................................................................
税金等調整前当期純利益 .......................................................................................
法人税、住民税及び事業税 .....................................................................................
法人税等調整額 ....................................................................................................
法人税等合計 ........................................................................................................
少数株主損益調整前当期純利益 .............................................................................
少数株主利益 ........................................................................................................
当期純利益 ...........................................................................................................   

2010年3月期

 ¥149,224
 115,823
 33,401
 17,271
 16,129

 68
 27
 3
 4
 1,926
 109
 424
 2,564

 8,267
 210
 8,477
 10,215

 17,628
 －
 17,628

 1,377
 1,389
 －
 3,086
 －
 171
 6,025
 21,819
 4,247
 10,119
 14,367
 －
 1,335
 ¥    6,116

2011年3月期

 ¥145,693 
 104,442 
 41,251 
 16,926 
 24,324
 
 56 
 36 
 103 
 0 
 1,926 
 110 
 279 
 2,512
 
 7,928 
 353 
 8,282 
 18,554
 
 212 
 8 
 220
 
 8 
 1,052 
 1,001 
 －
 585 
 4 
 2,652 
 16,122 
 7,996 
 (2,565)
 5,431 
 10,691 
 1,384 
 ¥    9,307

（単位：百万円）

少数株主損益調整前当期純利益 .............................................................................
その他の包括利益
　その他有価証券評価差額金 ................................................................................
　為替換算調整勘定 ..............................................................................................
　その他の包括利益合計 .......................................................................................
包括利益 ..............................................................................................................
（内訳）
　親会社株主に係る包括利益 .................................................................................
　少数株主に係る包括利益 ....................................................................................   

2010年3月期

 ¥          －

 －
 －
 －
         －

           －
 ¥          －

2011年3月期

 ¥  10,691 

 165 
 (199)
 (33)
   10,658 

     9,251 
 ¥    1,406

（単位：百万円）

財務セクション

連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結包括利益計算書）

（連結損益計算書）
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株主資本
　資本金
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　資本剰余金
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　利益剰余金
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　剰余金の配当 ........

　　　中間配当 ..............

　　　当期純利益 ...........

　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　株主資本合計
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　剰余金の配当 ........

　　　中間配当 ..............

　　　当期純利益 ...........

　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

その他の包括利益累計額
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） ....
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　為替換算調整勘定
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） ....
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　その他の包括利益累計額合計
　　前期末残高 ..............

　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） ....
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

少数株主持分
　前期末残高 ..................

　当期変動額
　　株主資本以外の項目の
　　当期変動額（純額） .....
　　当期変動額合計 ........

　当期末残高 ..................

純資産合計
　前期末残高 ..................

　当期変動額
　　剰余金の配当 ...........

　　中間配当 ..................

　　当期純利益 ..............

　　株主資本以外の項目の
　　当期変動額（純額） .....
　　当期変動額合計 ........

　当期末残高 ..................

2010年3月期 2010年3月期2011年3月期 2011年3月期

 ¥  48,760

 －
 48,760

   34,109

 －
 34,109

 65,103

 (1,974)

 (1,974)

 6,116

 2,167

 67,270

 147,973

 (1,974)

 (1,974)

 6,116

 2,167

 ¥150,140

 ¥  48,760 

 －
 48,760 

   34,109 

 －
 34,109 

 67,270 

 (1,974)

 (1,974)

 9,307 

 5,358 

 72,628

 150,140 

 (1,974)

 (1,974)

 9,307 

 5,358 

 ¥155,498

 ¥       176

 

 (63)

 (63)

 113

 －
 

 (21)

 (21)

 (21)

 176

 (84)

 (84)

 91

  35,443

 

 (138)

 (138)

 35,305

 183,593

 (1,974)

 (1,974)

 6,116

 

 (223)

 1,944

 ¥185,537

 ¥       113 

 

 143 

 143 

 257

 (21)

 

 (199)

 (199)

 (221)

 91 

 (55)

 (55)

 36

  35,305 

 

 (57)

 (57)

 35,248 

 185,537 

 (1,974)

 (1,974)

 9,307 

 (112)

 5,245 

 ¥190,783

（単位：百万円） （単位：百万円）

財務セクション

連結株主資本等変動計算書
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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 ....................................................................................
　減価償却費 ........................................................................................................
　資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 ..........................................................
　災害による損失 ..................................................................................................
　負ののれん償却額 ..............................................................................................
　減損損失 ...........................................................................................................
　のれん償却額 ....................................................................................................
　貸倒引当金の増減額 ［（　）は減少］ .....................................................................
　退職給付引当金の増減額 ［（　）は減少］ ..............................................................
　受取利息及び受取配当金 ....................................................................................
　支払利息 ...........................................................................................................
　持分法による投資損益 ［（　）は益］ .....................................................................
　固定資産売却益 .................................................................................................
　固定資産除却損 .................................................................................................
　固定資産売却損 .................................................................................................
　リース投資資産の増減額 ［（　）は増加］ ...............................................................
　売上債権の増減額 ［（　）は増加］ ........................................................................
　たな卸資産の増減額 ［（　）は増加］ .....................................................................
　仕入債務の増減額 ［（　）は減少］ ........................................................................
　受入敷金保証金の増減額 ［（　）は減少］ ..............................................................
　その他 ..............................................................................................................  
　小計 ..................................................................................................................  
　利息及び配当金の受取額 ....................................................................................
　利息の支払額 ....................................................................................................
　法人税等の支払額 ..............................................................................................
　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
　有形固定資産の取得による支出...........................................................................
　有形固定資産の売却による収入...........................................................................
　投資有価証券の取得による支出...........................................................................
　投資有価証券の払戻による収入...........................................................................
　投資有価証券の売却による収入...........................................................................
　連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 ..........................................  
　その他 ..............................................................................................................  
　投資活動によるキャッシュ・フロー .........................................................................
財務活動によるキャッシュ・フロー
　短期借入金の純増減額 ［（　）は減少］ .................................................................
　コマーシャル・ペーパーの増減額 ［（　）は減少］ ....................................................
　長期借入れによる収入 ........................................................................................
　長期借入金の返済による支出 ..............................................................................
　社債の発行による収入 ........................................................................................
　社債の償還による支出 ........................................................................................
　配当金の支払額 .................................................................................................
　少数株主への配当金の支払額 .............................................................................
　その他 ..............................................................................................................  
　財務活動によるキャッシュ・フロー .........................................................................
現金及び現金同等物に係る換算差額 .......................................................................
現金及び現金同等物の増減額 ［（　）は減少］ ...........................................................
現金及び現金同等物の期首残高 .............................................................................
現金及び現金同等物の期末残高 .............................................................................

2010年3月期

 ¥ 21,819
 25,520
 －
 －
 (1,926)
 3,086
 128
 2
 478
 (95)
 8,267 
 (109)
 (17,628)
 1,389
 1,377
 (1,311)
 (9,235)
 25,211
 (2,664)
 (5,547)
 (1,236)
 47,525
 124
 (8,222)
 (4,258)
 35,168

 (22,231)
 30,667
 (1,023)
 537
 －
 －
 (1,254)
 6,695

 (25,798)
 (4,995)
 42,500
 (41,979)
 10,966
 (5,111)
 (3,949)
 (1,473)
 (186)
 (30,028)
 (19)
 11,816
 8,691
 ¥ 20,508

2011年3月期

  
 ¥ 16,122 
 23,388 
 1,001 
 585 
 (1,926)
 －
 141 
 (4)
 151 
 (93)
 7,928 
 (110)
 (212)
 1,052 
 8 
 (595)
 8,122 
 1,987 
 1,795 
 (5,708)
 (2,411)
 51,225 
 128 
 (7,996)
 (2,940)
 40,417
 
 (24,533)
 1,470 
 (3,739)
 350 
 308 
 (294)
 (1,820)
 (28,257)
 
 －
 (4,999)
 33,300 
 (44,339)
 9,994 
 (2,861)
 (3,949)
 (1,433)
 (352)
 (14,641)
 (11)
 (2,493)
 20,508 
 ¥ 18,015

（単位：百万円）

財務セクション

連結キャッシュ・フロー計算書



コーポレートデータ

関係会社の状況／支店ネットワーク

 資本金 議決権などの
 または出資金 所有割合 事業内容
 （百万円） (%)連結子会社
 NTT都市開発北海道BS（株） 札幌市中央区 50 100.0

 （株）大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 50 56.5

 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

 （株）ノックストゥエンティワン 東京都港区 24 100.0

 ディ・エヌ・フード（株） 東京都千代田区 40 100.0

 NTT都市開発西日本BS（株） 大阪市中央区 100 100.0

 基町パーキングアクセス（株） 広島市中区 60 58.3

 ユーディーエックス特定目的会社 東京都中央区 14,100 66.0

 長崎新戸町ニュータウン開発特定目的会社 東京都港区 200 100

 UD EUROPE LIMITED 英国ロンドン市  100.0

 プレミア・リート・アドバイザーズ（株） 東京都港区 300 53.1

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

 （株）ディ・エイチ・シー・東京 東京都港区 200 50.0

 東京オペラシティ熱供給（株） 東京都新宿区 980 36.2

 （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

 （株）晴海四丁目まちづくり企画 東京都中央区 50 36.0

 MOUNT STREET ADVISERS LIMITED 英国ロンドン市  30.0

関係会社の状況（2011年3月31日現在）

当社が北海道に所有する建物の工事監理、管理運営な
どのPM業務、および駐車場運営など

大手町ファーストスクエアの建物およびその敷地の管理

当社が首都圏に所有する建物の設計、施工、工事監理、
および管理運営などのPM業務

NTTグループの集会施設の運営

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

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、および管理運営などのPM業務

広島市基町地区地下道の維持管理

グランパークへの冷暖房供給

秋葉原UDXの開発・保有

東京オペラシティなどへの冷暖房供給

長崎新戸町ニュータウンの開発

秋葉原クロスフィールド（ITセンター部分）の企画・運営

英国における不動産への投資および運用

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

金融商品取引法に基づく投資運用業

保有不動産の運営アドバイス

東京オペラシティの建物管理

（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. 2010年5月に、プレミア・リート・アドバイザーズ（株）の株式を取得し、連結子会社化しています。

全国ネットワーク

英ポンド
100

英ポンド
1,000

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
〒810-0021
福岡県福岡市中央区今泉1-2-16
TEL （092）731-6633　FAX （092）731-0978

関西支店
〒550-0001
大阪府大阪市西区土佐堀1-3-7　肥後橋シミズビル
TEL （06）6441-0022　FAX （06）6441-0026

北海道
エリア

北陸・関西
四国エリア

中国
エリア

九州
エリア

東海
エリア

北海道支店
〒060-0001
北海道札幌市中央区北一条西7-3
ノステル札幌ビル
TEL （011）261-6750
FAX （011）261-5008

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
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経営情報 物件竣工情報

コーポレートデータ

沿革

●  賃貸物件　● 分譲物件

● 10月  「アーバンネット四条烏丸ビル」竣工
● 4月 適合高齢者者専用賃貸住宅第一号物件「ウェリス オリーブ新小岩」 
  竣工

● 8月  「アーバンネット天神ビル」竣工
● 6月  「アーバンネット内本町ビル」竣工

2010

2011

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1997

1995
1994

2009

1993
1992
1991
1990
1988

1986

1987

1996

1999

2000

● 5月  「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」策定
● 5月 プレミア投資法人の第三者割当増資引受およびプレミア・リート・
  アドバイザーズ（株）の株式取得により、J-REITに参画
● 3月 不動産ファンド「NU-6ファンド」運用開始

● 6月 英国ロンドン市のオフィスビル「1 King William Street」取得
● 3月 不動産ファンド「NU-7ファンド」運用開始

● 12月 分譲マンションブランド「WELLITH（ウェリス）」
  ブランドロゴマーク制定

● 2月  「ウェリス麻布狸穴」竣工

● 11月  「NTT都市開発グループ中期経営計画2010」策定
● 4月 新卒社員の採用を開始

● 12月 NTT都市開発西日本BS（株）設立
● 11月 大阪駅北地区先行開発区域（A・Cブロック）開発事業者公募に三菱
  地所（株）他と共同で応募し開発事業予定者に選定
● 5月 大阪駅北地区先行開発区域（Bブロック）開発事業者公募に
  オリックス不動産（株）他と共同で応募し開発事業予定者に選定
● 3月 不動産ファンド「NU-1ファンド」運用開始

● 10月  「ウェリスガーデン浦和岸町」竣工

● 6月 大手町地区再開発事業参画発表
● 5月 中期経営計画「C&P 07」策定

● 3月  「グランウェリス瀬田」竣工
● 1月  「秋葉原UDX」竣工

● 11月 東京証券取引所市場第一部上場

● 9月  「アーバンネット名古屋ビル」竣工

● 3月 長期ビジョン「Change & Proceed to 2015（C&P 15）」策定
● 2月  「秋葉原1街区および3街区」の売払い公募にダイビル（株）および
  鹿島建設（株）と共同して応募し、当選

● 10月  「アーバンネット札幌ビル」竣工
● 1月  「クエストコート原宿」竣工

● 9月  分譲マンションブランド「WELLITH（ウェリス）」設立
● 6月  NTT都市開発ビルサービス（株）設立
● 4月  分譲事業開始

● 5月  「アーバンネット博多ビル」竣工
● 2月  「グランウェリス哲学堂公園」竣工

● 4月 NTT東海不動産（株）・NTT関西建物（株）・（株）NTTクレド・
  NTT九州不動産（株）・（株）NTT北海道エステートと合併
    「新生NTT都市開発」発足

● 8月  「ウェリス長津田」竣工
● 1月  「新風館」竣工

● 2月 NTTエステート（株）と合併

● 5月  「大手町ファーストスクエア」Ⅱ期工事（イーストタワー）竣工

● 10月  「グランパーク」竣工
● 7月  「東京オペラシティ」竣工

● 3月  「NTTクレド基町ビル（パセーラ）」竣工

● 6月  「NTT幕張ビル」竣工

●  10月   都市型コンパクトマンション
　 「ウェリスi-S（アイズ）馬込」竣工

● 5月  「 アーバンネット勾当台ビル」竣工
● 4月  「JAビル、経団連会館（大手町一丁目地区第一種市街地再開発事業）」竣工

● 2月  「大手町ファーストスクエア」Ⅰ期工事（ウエストタワー）竣工

● 1月  「シーバンス」竣工

● 6月  「アーバンネット大手町ビル」竣工

● 4月  「原宿クエスト」竣工

● 9月  「アーバンネット三田ビル」竣工
● 6月  「アーバンネット麹町ビル」竣工

● 3月 第1号ビル「アーバンネット麹町ビル」着工

● 4月 NTTアクティフ（株）および（株）NTTクレイスと合併

● 11月 英国ロンドン市に現地法人を設立し、オフィスビルを取得
● 3月 不動産ファンド「NU-5ファンド」運用開始

● 10月 NTT建物（株）と合併

● 1月 NTT都市開発（株）設立
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コーポレートデータ

投資家情報 （2011年3月31日現在）

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 723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

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  13,949名

株式所有者別分布状況（出資比率）

株価推移

金融機関　8.6％

証券会社　0.4％

事業会社
その他法人
67.6％

個人・その他（国内）
2.9％

政府・地方公共団体 0.0％

外国法人
20.4％

大株主（上位10名）

 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%

シービーニューヨーク オービス
エスアイシーアーヴィー 89,861 2.73%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 75,645 2.30%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 72,571 2.21%

ザ バンク オブ ニューヨーク
－ジャスディックトリーティー アカウント 55,028 1.67%

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES 
LUXEMBOURG/JASDEC/HENDERSON 26,156 0.79%
HHF SICAV

ジェーピー モルガン チェース バンク 380055 25,055 0.76%

ビ－ビ－エイチルクス フイデリテイ フアンズ 
ジヤパン アドバンテ－ジ 23,188 0.70%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口9） 21,061 0.64%

ザ バンク オブ ニユーヨーク トリーテイー 
ジヤスデツク アカウント 20,651 0.63%

2008 2009 2010 2011
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〒101-0021　
東京都千代田区外神田 4-14-1　秋葉原UDX
Tel:03-6811-6300（代表）   Fax:03-5294-8500

URL: http://www.nttud.co.jp/




