
We build 
for the future



「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。 

We create harmony.

コーポレートスローガン
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　当社では、株主や投資家の皆さまに、事業情報や財務情報
をはじめとした、積極的な情報開示を行っています。
　各種決算資料やアニュアルレポートなどのダウンロードが可
能なほか、決算説明会などの映像配信も行っておりますので、
是非ご覧ください。

1NTT都市開発株式会社　アニュアルレポート2012



63.8% 

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。

NTT都市開発 スナップショット

543億円

NOI（Net Operating Income）

（2012年3月期）

1,168千m2

貸付可能面積

（2012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
（長期前払費用を含む））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

不動産賃貸事業

り、NTTグループ唯一の総合不動産会社として、NTTから
、オフィスビルを中心とした「不動産賃貸事業」と
2つをコア事業として着実に成長しています。

ショット

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

79千m2

146千m2
121千m2

57千m2

65千m2

393千m2

158千m2

146千m2

　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。

2012年3月期 営業収益構成比
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20.0% 16.3% 

空室率（東京都心5区）

2.0%

長期債格付 NTTグループ

（株）格付投資情報センター A+

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。

（2012年3月31日現在） （2012年3月31日現在）

分譲事業 その他の事業

　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。

　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。

全国に分散されたポートフォリオ

地域別貸付可能面積 （2012年3月31日現在）
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  単位：百万円  増減率

 2010.3 2011.3 2012.3 2012.3/2011.3

会計年度 :

 営業収益 .............................................................. ¥149,224 ¥145,693 ¥136,842 -6.1％

 営業利益 .............................................................. 16,129 24,324 25,365 4.3

 当期純利益 .......................................................... 6,116 9,307 15,586 67.5

会計年度末 :

 総資産 ................................................................. 916,725 910,492 928,537 2.0

 純資産 ................................................................. 185,537 190,783 203,727 6.8

 有利子負債 .......................................................... 496,682 487,780 505,805 3.7

経営指標 :

 純収入（NOI）※1 .................................................... 61,480 56,722 54,318 -4.2

 自己資本当期純利益率（ROE）（％） ........................ 4.1 6.1 9.7 ̶

 自己資本比率（％） ................................................ 16.4 17.1 17.9 ̶

 ネットD/Eレシオ（倍） .......................................... 2.55 2.45 2.42 ̶

 配当性向（％） ....................................................... 64.6 42.4 29.6 ̶

    単位：円 増減率

1株当たり :

 純資産※2 .............................................................. ¥45,646.72 ¥47,257.78 ¥50,441.30 ̶

 当期純利益 .......................................................... 1,858.48 2,827.98 4,735.67 ̶

 配当金 ................................................................. 1,200 1,200 1,400 ̶

※ 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や、分譲事業における分譲マンション
の引渡戸数の減少などにより、営業収益は前期比6.1%減少の136,842百万円となり
ましたが、分譲事業の利益率改善などにより、営業利益は4.3%増加の25,365百万円と
なりました。

■  有利子負債は前期比18,025百万円の増加となったものの、ネットD/Eレシオは前期比
 0.03ポイント改善の2.42倍となりました。

■  1株当たり配当金は、当期の利益水準や、中期経営計画の利益目標が達成見込みである
 ことなどを勘案し、前期より200円増額の1,400円としました。

連結財務ハイライト
（2012年、2011年および2010年3月31日に終了した連結会計年度）
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株主の皆さまへ  

社長インタビュー

厳しい事業環境が続きますが、
戦略を着実に実行し、
中期経営計画で掲げた
目標の達成に全力を尽くします。

代表取締役社長

三ツ村　正規
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Answer
オフィスビル大量供給の動向を注視する必要がありますが、優良物件に
ついては、着実に状況が改善されていくと見込んでいます。
　当期（2012年3月期）の日本経済は、緩やかに持ち直しの動きが見られましたが、東日本大震災

などの影響により依然として厳しい状況が続きました。

　オフィスビル賃貸市場では、平均空室率が依然として高い水準にあり、賃料相場も弱含みで推

移しましたが、当社グループの保有するオフィスビルの空室率は、東京都心5区を中心に移転需要

や増床需要などを的確にとらえ、前期末比で改善しました。

　マンション分譲市場は、東日本大震災の影響により一時的に販売は低調になったものの、デベ

ロッパーサイドが震災を受けて「安全・安心」コンセプトを強化していることや、税制優遇、低金利

などに支えられ、消費者マインドは底堅く推移しています。当社グループの分譲マンションに関し

ても、順調な販売状況で推移しました。

　今期（2013年3月期）のオフィスビル賃貸市場については、首都圏におけるオフィスビルの新規供

給拡大が見込まれることや、海外景気の下振れなどにより、日本経済および不動産市場の先行きは

依然として不透明であることを踏まえると、賃料の下げ止まりには、しばらく時間を要すると考えてい

ます。しかし、東京都心5区における大規模ビルを中心に、新規募集賃料の下落傾向には歯止めがか

かってきたと考えており、東京都心部の大規模ビルについては底打ちは今期後半ではないかと見

込んでいます。

　マンション分譲市場については、震災による供給開始の後ずれなどの影響から、2012年（暦年）

の首都圏マンション供給は前年と比べて増加するものと見込まれますが、税制や低金利の恩恵な

どもあり、引き続き需要は底堅く推移し、安定した需給環境が継続すると考えています。しかしなが

ら、建設コストの上昇などが事業に与える影響には注視していく必要があると考えています。

東京都心5区空室率推移 首都圏分譲マンション平均初月契約率推移

Question 1
不動産事業を取り巻く市場環境は、引き続き厳しい状態が続いていますが、
今後の動向について、どのように認識していますか？
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※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年度実績（2012年3月期） 2012年度目標（2013年3月期）

 営業利益 243億円 253億円 260億円
 ネットD/Eレシオ※1 2.45倍 2.42倍 2.3倍台

Question 2

Answer
既存オフィスビルの賃料収入減少などにより減収となりましたが、分譲事業の
利益率改善などにより増益となりました。中期経営計画は順調に進展しています。
　不動産賃貸事業における賃料水準の低下の影響や、分譲事業における引渡戸数の減少などに

より、当期の営業収益は1,368億円（前期比6.1%減）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253億円（同4.3%増）、当期純利益は、法人税率見直しによる影響などによ

り、155億円（同67.5%増）と増益となりました。

　「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、各事業で順調な進展が見られます。

　まず、不動産賃貸事業では、リーシング強化による保有ビルの稼働率向上を担う法人営業部が

前期に引き続き大きな成果を挙げ、東京都心5区の稼働率が上昇するなど、既存物件の収益力向

上に寄与しています。また、新規開発プロジェクトも予定通り進捗しており、将来の収益基盤の整

備が進んでいます。

　分譲事業では、2008年のリーマンショック以降、大幅に低下していた利益率が、確実に回復し

てきており、厳選したマンション用地の取得が、成果として表れています。

　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、国際事業

において、新たな物件を取得するとともに、宅地分譲事業に着手するなどの施策が、着実に進展

しています。

　以上のとおり、中期経営計画の最終年度となる今期を前に、施策が成果として表れ、最終的な

目標達成に向けた目途がたった1年となりました。

不安定な外部環境が続いた当期について、
中期経営計画の進捗をお聞かせください。

NTT都市開発グループ中期経営計画2012

財務目標

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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主な開発プロジェクト

  開発プロジェクト名 着工 竣工 （予定）

  アーバンネット神田ビル 2010年7月 2012年7月

  大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟
  〔大手町フィナンシャルシティ  ノースタワー〕 2010年4月 2012年10月

  （仮称）京都清水プロジェクト 2012年1月 2012年秋

  うめきた（大阪駅北地区）先行開発区域プロジェクト
  〔グランフロント大阪〕 2010年3月 2013年3月

  （仮称）今泉一丁目ビル 2012年4月 2013年春

  芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業 2012年2月 2015年2月

Question 3

Answer
テナントリレーションの強化による稼働率の維持・向上、賃料水準の引き上げ
に加え、新規開発プロジェクトの推進により、収益力の向上を図ります。
　オフィスビル賃貸市場と比較すると、当社グループが保有する物件の空室率は低い水準であ

り、市場賃料と当社の平均賃料との乖離も、当社ビルにおける値下げの進展により、その差が徐々

に縮小しており、さらなる下振れリスクは少ないと考えています。

　しかし、このような状況を楽観視せず、的確な賃料設定による稼働率の維持を最優先するととも

に、戦略的リニューアルによるビル自体への満足度向上や、サービス面の充実による満足度向上

に努めていきます。さらに、オフィスビル賃貸市況の悪化による賃料水準の低下部分をカバーする

ため、収益ビルの取得も視野に入れ、収益の確保に努めます。

　また、将来の収益基盤確保の観点から、現在開発中のプロジェクトを着実に推進し、収益力の向

上を図っていきます。今期は、2012年7月にアーバンネット神田ビルが竣工済みであるとともに、

同10月に大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟〔大手町フィナンシャルシティ ノー

スタワー〕、2013年3月にうめきた（大阪駅北地区）先行開発区域プロジェクト〔グランフロント大

阪〕などが竣工予定です。なお、アーバンネット神田ビルは、竣工までにすべてのフロアのご契約

をいただいており、順調な滑り出しとなりました。

基幹事業の一つである不動産賃貸事業の業績回復に向けた
今後の取り組みの方向性について教えてください。

 社長インタビュー　　　　　
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分譲事業　営業収益／営業利益／営業利益率

Question 4

Answer
厳選したマンション用地の取得推進が奏功するとともに、「WELLITH（ウェリス）」
ブランドの順調な浸透を背景に、事業規模を拡大していきます。
　分譲事業については、2008年のリーマンショック以前に取得した用地の影響もあり、一時的に

利益率が悪化していましたが、事業エリアや顧客層を明確にターゲティングし、立地や顧客ニーズ

にあった商品企画を前提とした厳選仕入れを強力に推進した結果、利益率は着実に改善していま

す。当期は、引渡戸数が大幅に減少したことなどにより減収となりましたが、利益率が改善したこと

などから増益となっています。

　今期は、1,000戸程度の分譲マンションの引渡しにより増収増益を見込んでおり、「ＮＴＴ都市開

発グループ中期経営計画2012」で掲げた「収益力の強化」が順調に進展しています。

　今後は、東日本大震災をきっかけに関心が高まった安心・安全で高品質であることへのさらなる追

求に加え、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て差別化を図ることによって、収

益性を維持・向上しつつ、「WELLITH（ウェリス）」ブランドの浸透を図っていきます。

分譲事業の利益率が着実に回復しています。
その要因と今後の分譲事業の見通しについて教えてください。
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 社長インタビュー　　　　　

Question 5

Answer
不動産ファンド事業における出口戦略として、私募ファンド保有物件の
J-REITへの売却を実現しました。国際事業では、海外第1号物件を売却し、
販売型ビル事業の第一歩を踏み出しました。
　「ＮＴＴ都市開発グループ中期経営計画2012」の基本方針の一つである「財務の健全性にも配

慮した成長性の追求」についても、着実に取り組みが進展しています。

　まず、不動産ファンド事業では、J-REITの資産運用ビジネスに本格参入し、J-REIT・不動産

ファンド事業を組み合わせたバリューチェーン全体での事業成長を図っていましたが、私募ファン

ドである「NU-5ファンド」のアセットマネージャーとして出口戦略を検討し、当期において、プレミア

投資法人への売却を実現しました。今後もJ-REIT・私募ファンドそれぞれの特徴を最大限に活用

し、事業を推進していきます。

　また、国際事業に関しては、2011年6月に英国ロンドンでの第2号物件を取得する一方で、第1

号物件を稼働率向上や賃料値上げによりバリューアップをした上で売却しました。販売型ビル事

業の第一歩を踏み出すことになる象徴的な取り引きであったと思います。さらに、オーストラリア・

メルボルン市近郊において、宅地分譲事業に着手するなど、着実に事業範囲を拡げています。

新たな成長ドライバーとして位置付けられていた不動産ファンド事業や
国際事業など新事業分野の状況を教えてください。

 社長インタビュー　　　　　
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Question 6

Answer
長期安定的な株主還元に努めるとともに、さらなる成長に向けた取り組みを
加速することにより、株主価値の向上を実現していきます。
　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。

　当期の期末配当に関しては、2011年12月に法人税率引下げに関する法律が公布されたことに

伴い、当期純利益が増加したこと、「ＮＴＴ都市開発グループ中期経営計画2012」の最終年度とな

る今期の営業利益目標260億円が達成見込みであること、さらには今期以降の法人税率引下げに

より当期純利益が増加することなどを総合的に勘案し、株主重視経営の一環として、1株当たり

200円増配の800円としました。中間配当600円と合わせて、当期の1株当たり年間配当金は

1,400円となります。なお、今期の配当に関しても、当期と同額の1株当たり年間配当金1,400円を

予定しています。

　株主価値の向上に向けては、経営計画の着実な遂行によって事業基盤を強化するとともに、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。

　当社グループは、「NTT都市開発グループ中期経営計画2012」で掲げた目標の達成に全力を

尽くします。

　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。

株主への利益還元や株主価値の向上に対して、
どのように考えていますか？

1株当たり配当金および配当性向

 社長インタビュー

配当性向（右軸）1株当たり配当金（左軸）
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28,484
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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、不動産
ファンド事業および不動産ソリュー
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
業の展開に取り組んでいます。

91,069
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営業収益

営業収益

営業収益

不動産賃貸事業 ＞＞＞ P.14

（2012年3月期）

63.8%

営業収益構成比

営業収益構成比

営業収益構成比

分譲事業 ＞＞＞ P.20

（2012年3月期）

20.0%

その他の事業 ＞＞＞ P.23

（2012年3月期）

16.3%

事業別概況

事業別概況

NTT都市開発 At a Glance
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出典：三鬼商事（株）
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東京都心5区の空室率（市場平均）

不動産賃貸事業動産賃貸事業
　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による賃料収入
の減少の影響が大きく、減収減益となりました。一方、将来の収益基盤となる新規開発プロジェ
クトは順調に進展しています。
　引き続き、「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（2012年3月期）の東京都心5区の市場平均空室率

は、前期（2011年3月期）末の9.2%から9.0%に改善したも

のの依然として高水準で推移しました。また、平均募集賃料

については、新規募集賃料および既存賃料ともに緩やかな

低下傾向が続き、前期末の17,495円から16,716円に低下

するなど、全般的に弱含みで推移しました。

　今期（2013年3月期）は、欧州における債務問題や原油

価格の上昇、そしてこれらを背景とした海外景気の下振れ

懸念などにより、日本経済およびオフィスビル賃貸市場の

先行き不透明感が漂い、本格的な回復の兆しは見えてい

ません。加えて、東京23区においては、延床面積1万m2以

上の大規模オフィスビルの竣工が続いており、賃料が下げ

止まる本格的な回復には、今しばらくの時間を要すると思

われます。

　一方、東京都心部における優良な大規模ビルにおいて

は、賃料の値ごろ感による周辺部からの移転需要や増床需

要などがあり、新規募集賃料の下落傾向にやや歯止めが

かかってきており、当社では、今期後半には底を打つもの

と見込んでいます。

 当期の業績概況
　当期の不動産賃貸事業は、前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）などの通期での賃料収入寄

与や当期に新たに竣工した物件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

減少したことなどから、減収減益となりました。

　一方、リーシング活動については、取り組みが着実に成果

に結びつきました。空室率の改善に力を入れたことにより、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区では前期末の3.6%から2.0%へ、全国ベースでも5.7%

から5.4%へそれぞれ改善しました。

事業別概況

事業別概況
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都心5区全国
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　これらの結果、当期の不動産賃貸事業の営業収益は

91,069百万円（前期比1.7%減）、営業利益は27,482百万円

（同6.0%減）となり、営業利益率も30.2%（同1.4ポイント減）

に低下しました。保有物件のNOI（純収入：Net Operating 

Income）については、全国ベースで54,318百万円（同4.2%

減）となりました。なお、賃貸等不動産の時価は1,155,467

百万円となり、含み益（簿価との差額）は411,528百万円と

なっています。

　将来の収益基盤となる新規開発プロジェクトについては、

2011年6月にアーバンネット内本町ビル（大阪府大阪市）、

同8月にアーバンネット天神ビル（福岡県福岡市）、2012年7

月にアーバンネット神田ビル（東京都千代田区）などが竣工

した他、うめきた（大阪駅北地区）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A棟〔大手町フィナンシャル

シティ ノースタワー〕（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

進行しています。

  今後の方針
　当社グループの保有する物件の平均空室率は、市場平均

と比較して良好な状態にはありますが、既存賃料の下落懸念

や新規リーシング時のフリーレントなどの影響を踏まえ、引き

続き「既存物件の収益力向上」に最優先で取り組みます。具

体的には、リーシング営業の強化による稼働率の維持・向上

や、テナントへのサービス（ソフト）面の充実によるリレー

ション強化、戦略的リニューアル投資による資産価値の維

持・向上を図ります。

　また、オフィスビル市況のさらなる悪化による賃料水準の

低下をカバーするため、開発中のプロジェクトを着実に推進

するとともに、収益ビルの取得にも取り組んでいきます。

アーバンネット神田ビル

アーバンネット天神ビル
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常務取締役
ビル事業本部長 西村　善治

稼働率の維持・向上を最優先課題とし、

ビル（ハード）とサービス（ソフト）双方の

満足度を高めていきます。

　不動産賃貸市場の悪化により、当社保有物件の平均賃

料も低下傾向ですが、下落幅は減少しており、今後さらな

る値下げリスクは少ないと見込んでいます。

　しかしながら、2012年はオフィスビルが大量に供給され

ていることから、市場環境を注視していく必要があり、足元

では何よりも「テナントを確保すること」、「確保し続けるこ

と」が最優先事項であると考えています。

　このため、新規リーシングにおいては、既存テナントの賃

料水準に配慮しながらも柔軟に対応していきます。また、既

存テナントにおいては、CSアンケートの実施や日々のテ

ナントリレーションをベースに、オペレーションの改善や戦

略的リニューアルなどに取り組み、ビル（ハード）とサービス

（ソフト）双方の満足度を上げていくことで既存テナントと

のより良好な関係の構築を図ります。

依然として賃料水準の低下が続いていますが、賃料
水準の今後の動向をどのようにとらえていますか？

　現在のような不透明な事業環境においては、ビル（ハー

ド）のクオリティのみならず、ビルの運営・管理をはじめとす

るサービス（ソフト）面でのクオリティが既存テナントつなぎ

止めの観点から非常に重要になっています。

　当社は、NTTグループ唯一の総合デベロッパーとして、

安心・安全の実績と信頼を背景に、東京・大阪・名古屋・福

岡・札幌・広島といった中核都市の中心部で事業を推進し

てきた経験があります。また、長期的視点で、「街」を形づく

る様々な「人」と真摯なコミュニケーションを行いながら、よ

り心地よい街づくりを推進し、建物の建築から管理まで、

NTTグループ一体となって取り組むことができる総合力が

他社にない強みであると自負しています。

　当期に首都圏で実施したCSアンケート調査においても

高い評価をいただいており、今後もテナント満足度向上に

向け、サービスレベルの向上に注力していきます。

テナント向けサービス（ソフト）面でのNTT都市
開発の競争優位性について教えてください。

担当役員インタビュー

事業別概況
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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・丸の内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、2012年7月に竣工しました。
　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、周囲に設置された季節を感じることが
できる緑と花木の広場や歩道など、街に賑わいと潤いを提供する空間を創造しました。
　首都圏で大型オフィスビルの新規供給が多い中、リーシング活動を強化した結果、物件の魅力が十二分に評価され、竣工
までにすべてのフロアのご契約をいただいており、名実ともに神田駅西口のランドマークとなっています。

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟
〔大手町フィナンシャルシティ ノースタワー〕
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A棟〔大手町フィナンシャルシティ ノースタワー〕

　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、2012年10月の竣工を予定しています。

うめきた（大阪駅北地区）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（大阪駅北地区）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。

　NTT都市開発の開発プロジェクトは、今期（2013年3月期）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A棟〔大手町
フィナンシャルシティ ノースタワー〕や、うめきた（大阪駅北地区）先行開発区域プロジェクト〔グランフロント大阪〕をはじめ、単に建物を開発
するだけでなく、「街」づくりの視点で開発を推進している事業が多いのが特徴です。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。

今期竣工

今期竣工予定

主な
開発プロジェクト

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。
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（仮称）京都清水プロジェクト
世界遺産・清水寺の参道に新たな価値を創出する商業施設、
（仮称）京都清水プロジェクト

　国際観光文化都市・京都にあって、世界遺産である清水寺へと続く参道
に位置し、伝統的な風情ある街並みに囲まれる同プロジェクト周辺には、
老舗から新名店まで京都らしいこだわりのある店舗が点在しています。同
プロジェクトは、この希少価値の高い立地におけるウェディングレストランとして、2012年秋の竣工を
予定しており、建物外観については、勾配屋根を配し、周辺環境との調和を図ったデザインを取り入れてい
ます。
　同じ京都エリアで当社が手掛けた「新風館」、「ラクエ四条烏丸（アーバンネット四条烏丸ビル）」ととも
に、京都エリアの活性化に貢献していきたいと考えています。なお、竣工後は、株式会社スタイルズに
よるウェディングレストラン「KIYOMIZU」の営業を予定しています。

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性能を有する、
芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業

　品川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。新し
い国際ビジネス拠点としての発展に貢献す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・商業系ビルを建設する公有地利活用プロジェクトです。
　約3.5haの広大な緑地の形成、風の道の確保、未利用エネルギーや自然エネルギーの積極的活用、省エネ
ルギー・熱負荷低減対策などに取り組み、環境との共生による持続可能な街づくりを進めています。また、日
本最大級となる免震構造を採用、72時間運転可能な非常用発電設備や生活用水を備え、高い防災機能を確
保するとともに、帰宅困難者の受け入れなど、安全・安心のオフィスビルを目指します。
　総延床面積20万m2超の大規模開発となる同プロジェクトで当社は代表企業を務めており、2012年2月に
着工し、2015年2月の竣工を予定しています。

（仮称）今泉一丁目ビル
九州随一の商業地区である天神エリアにさらなる賑わいを創出する、
（仮称）今泉一丁目ビル

　アジアのゲートウェイであり九州随一の商業集積地区である福岡・天神エリアは、大型商業施設やブ
ランドショップなどが多数出店している集客性の高いエリアです。
　同プロジェクトは、天神エリアの集客力を最大限に活用した商業施設であり、核テナントとして、ブライ
ダル事業を展開している株式会社エスクリが九州エリアでの初出店を予定しています。また、その他に周
辺との相乗効果により街の賑わいをもたらす店舗を誘致する予定です（竣工：2013年春予定）。
　建物外観については、周辺施設や周辺環境との親和性を重視するとともに、隣接する都心のオアシ
ス警固公園の豊かな緑も意識した格調高いデザインを追求し、近隣の当社既存物件であるN T T-T

ビル、アーバンネット天神ビル（レソラ天神）、NT T-KFビルとともに、「『人』・『街』・『自然』が調和
する快適空間の創造」を目指します。

来期以降竣工予定

事業別概況 事業別概況　　　　　　

19NTT都市開発株式会社　アニュアルレポート2012



 外部環境認識
　2011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、44,499戸と、東日本大震災の影響により

一時的に販売が低調になったにもかかわらず、ほぼ前年並

みとなりました。販売在庫数は、前年比566戸増加の

6,166戸となりましたが、引き続き低水準となっています。

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77.8%となるなど、震災の影響がある中、

堅調に推移しました。

　2012年（暦年）は、震災による供給開始時期の後ずれ

などの影響から、首都圏のマンション供給戸数は前年比増

加する見込みです。需要に関しては、震災以降、各デベ

ロッパーが安心・安全を強化した仕様（防災・減災・創エネ・

蓄エネなど）を展開していること、および税制優遇や低金

利の恩恵などにより、引き続き堅調に推移し、安定した需

給環境が継続すると想定しています。

 当期の業績概況
　当期の分譲事業は、ウェリスときわ台、ウェリス京都修

学院など当期竣工物件および過年度竣工物件を含め、合

計458戸（前期は717戸）のマンションの引渡しを行いまし

た。当期末のマンション完成在庫数は99戸（同91戸）とな

り、概ね前期末と同水準となっています。宅地・戸建分譲に

ついては、ウェリスパーク南長崎など42戸（区画）（同214

戸（区画））の引渡しを行いました。

　以上のとおり、マンションなどの引渡戸数が減少したこ

とにより、分譲事業の営業収益は28,484百万円（前期比

31.7%減）となりましたが、マンション分譲事業の利益率

が改善したことなどにより、営業利益は1,374百万円（同

158.0%増）となりました。なお、営業利益率は4.8%（同

1.3%）となり、着実に回復しています。

 今後の方針
　2008年のリーマンショック以降、事業エリアや顧客層

を明確にターゲティングし、立地や顧客ニーズにあった商

品企画を前提とした厳選仕入れを強力に推進した結果、

利益率は着実に改善しており、当期は引渡戸数が大幅に

減少したことなどにより減収となったものの、利益率の改

善により増益となりました。

　今期（2013年3月期）は、前述の厳選仕入れによる用地

の事業化が順調に進んでおり、1,000戸程度の分譲マン

ションを引渡す計画です。計画達成に向けて、販売現場と

連携して効果的に販売促進策を実施するとともに、スピー

ド感を持って販売の機会損失が発生しないよう努めます。

また、マス媒体などを利用した積極的な広告宣伝活動を

展開し、「WELLITH（ウェリス）」ブランドの浸透を図って

いきます。

分譲事業分譲事業

　引渡戸数の減少により減収となったものの、利益率の改善により、増益を確保しました。
　今期（2013年3月期）は、厳選仕入れした用地の事業化が順調に進んでおり、1,000戸程度の
マンション引渡しにより、増収増益を目指します。

事業別概況
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ウェリス京都修学院

ウェリスときわ台
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（月間平均）
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取締役
住宅事業部長 北村　明義

利益率を重視した用地仕入れをベースに

堅実に事業を推進し、

「WELLITH」ブランドの確立を図ります。

　今期のマンション引渡予定戸数約1,000戸については、約

半数が新たな投資目線によりリーマン・ショック以降に仕入れ

た土地の開発物件であり、開発が計画に沿って進展する見通

しであることから、その結果として約1,000戸の引渡しを見込

みました。

　来期（2014年3月期）以降についても、新たな投資目線

により仕入れた土地の開発を計画どおりに進展させること

により、概ね同程度の引渡しを実施していきたいと考えて

いますが、引渡戸数については分譲セグメントの利益目標

を達成するために必要とされる戸数であり、戸数規模拡大

ありきによる目標ではありません。今後の分譲事業のあり

方や事業規模については、全社における事業ポートフォリ

オの中で現在検討中であり、長期的な目標策定のもと、詳

細は次期中期経営計画に反映していくことになります。

　用地の仕入れに関しては、プロジェクトの事業利益率目

標を定め、厳選して行う方針に変わりはなく、極力相対取引

による適正な価格での用地取得を進めるとともに、入札と

なった場合においても、エリアの相場および立地条件など

を十分に精査した上での入札価格とし、目標事業利益率確

保を前提とした対応を堅持していきます。

　なお、エリア別の事業割合に関しては、首都圏で約6割～

7割、関西圏で約2割～3割、その他エリアで約1割の構成と

し、エリアの偏りによる販売リスクを回避していく方針です。

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

担当役員インタビュー

今期、マンション引渡戸数が大台の1,000戸程度
になる見込みですが、今後の事業規模については
どのようにお考えですか？

事業別概況
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国際事業の着実な進展
　成長分野である国際事業においては、2011年6

月に英国ロンドンで2棟目となるオフィスビルを
取得する一方で、2009年10月に取得した1棟目
を稼働率向上や賃料値上げによりバリューアップ
した上で売却するなど、販売型ビル事業の第一歩
を踏み出しました。また、オーストラリア・メル
ボルン市近郊において、宅地分譲事業に着手して
います。今後も、新たな成長ドライバーとして、
国際事業を着実に推進していきます。

 当期の業績概況と今後の方針
　当期のその他の事業は、工事進行基準を適用している

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟〔大

手町フィナンシャルシティ ノースタワー〕の収益計上など

により、営業収益は23,223百万円（前期比41.8%増）、

営業利益は3,090百万円（同154.9%増）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、不動産ファンド事業では、J-REIT・不動産ファン

ド事業を組み合わせたバリューチェーン全体での事業成

長を推進していきます。なお、当期は、私募ファンドの出

口戦略の一環として、「NU-5ファンド」の物件をプレミア

投資法人へ売却しました。

その他の事業その他の事業

　大型物件の工事進行基準適用により、大幅な増収増益となりました。
　不動産ファンド事業など新たな成長ドライバーも着実に進展しており、将来の収益基盤の
強化が進んでいます。

事業別概況

※1 運用資産の取得、運用、売却などに対する報酬
※2 テナント対応、建物管理業務に対する報酬

J-REIT参画による不動産バリューチェーンの構築

機動的 継続的

物件売却

アセット・マネジメントフィー
※1
、プロパティ・マネジメントフィー

※2
などの

安定的な収益確保・拡大

NTT都市開発

外部物件取得（資産規模拡大）

再開発開発・物件売却

J-REIT相互補完私募
ファンド

英国ロンドンで2棟目の取得となるオフィスビル
「1 King William Street」

国際事業の着実な進展
　成長分野である国際事業においては、2011年6

月に英国ロンドンで2棟目となるオフィスビルを
取得する一方で、2009年10月に取得した1棟目
を稼働率向上や賃料値上げによりバリューアップ
した上で売却するなど、販売型ビル事業の第一歩
を踏み出しました。また、オーストラリア・メル
ボルン市近郊において、宅地分譲事業に着手して
います。今後も、新たな成長ドライバーとして、
国際事業を着実に推進していきます。

 当期の業績概況と今後の方針
　当期のその他の事業は、工事進行基準を適用している

大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発事業A棟〔大

手町フィナンシャルシティ ノースタワー〕の収益計上など

により、営業収益は23,223百万円（前期比41.8%増）、

営業利益は3,090百万円（同154.9%増）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、不動産ファンド事業では、J-REIT・不動産ファン

ド事業を組み合わせたバリューチェーン全体での事業成

長を推進していきます。なお、私募ファンドである「NU-5

ファンド」のアセットマネージャーとして出口戦略を検討

し、当期において、プレミア投資法人への売却を実現しま

した。

その他の事業その他の事業

　大型物件の工事進行基準適用により、大幅な増収増益となりました。
　不動産ファンド事業など新たな成長ドライバーも着実に進展しており、将来の収益基盤の
強化が進んでいます。

事業別概況

※1 運用資産の取得、運用、売却などに対する報酬
※2 テナント対応、建物管理業務に対する報酬
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、プロパティ・マネジメントフィー
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英国ロンドンで2棟目の取得となるオフィスビル
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① 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］

② 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）

③   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／1,506m2（当社所有持分、JAビル・経団連会館合計）
   建物延床面積／26,517m2（当社所有持分、JAビル・経団連会館合計）
● 竣工／2009年4月　
＜JAビル＞　　　　　　　　　＜経団連会館＞
● 規模／地上37階地下3階　  ● 規模／地上23階地下4階

オフィス物件
　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。

事業別概況

⑤ ⑥

① ② ③

④ ⑦ ⑧
撮影 ： ナカサ アンド パートナーズ

撮影 ： 門馬金昭 撮影 ： 車田写真事務所

撮影 ： 三輪晃久写真研究所

撮影 ： フォワードストロークス撮影 ： 川澄建築写真事務所

主要物件一覧
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分譲物件

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7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／11,548m2、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 ウェリスときわ台
● 所在地／東京都板橋区
● 規模／総戸数77戸
● 竣工／2011年9月

② ウェリス京都修学院
● 所在地／京都府京都市左京区
● 規模／総戸数36戸
● 竣工／2011年4月

③ ウェリス帝塚山
● 所在地／大阪府大阪市住吉区
● 規模／総戸数23戸
● 竣工／2011年11月

　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。

①

①

②

②

①

②

③
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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
　アジアのゲートウェイとして発展してきた福岡。2011年9月に

オープンしたアーバンネット天神ビル（レソラ〔RESOLA〕天神）

は、九州随一の商業集積地「天神」の中心に位置しています。

　街に潤いとやすらぎを与える警固公園との連続性の調和を図

り、美しい街並みをつくること、ゆとりのある快適な歩道をつくる

ことに努めました。

　オープン後、隣接する街並みには、笑顔でウィンドーディスプレ

イを楽しむ人々の往来が増え、天神エリアの活性化と賑わいの創

出に貢献することができたと実感しています。

　人・街・自然が織り成す都市空間と調和し、地域の皆さまに愛さ

れ、訪れる人に心地よい街づくりを目指し、地域の活性化に取り

組みます。

　

 「街」と「自然」のハーモニー

環境への取り組み
　当社グループでは、保有物件のCO2排出量削減のため、ビル

の設計、各種設備、制御システムなど幅広い面において省エネ

化を推進しています。2010年度に

は、ビル稼動面積当たりのCO2排出

量の目標値として、2003年度比で

9％削減となる116.7kg-CO2/m2を

設定して取り組んだ結果、実績で

116.6kg-CO2/m2と目標を達成しま

した。

　また、2011年6月に竣工したアーバ

ンネット内本町ビルでは、空調や照明

の設備において省エネ化を図るととも

に、屋上に太陽光発電パネルを設置し

て自然エネルギーの活用を行うなど、

新たな対策も順次導入しています。

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。

C S R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。 

経営情報  

CSR（企業の社会的責任）活動への取り組み

アーバンネット天神ビル

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

地域の活性化
　アジアのゲートウェイとして発展してきた福岡。2011年9月に

オープンしたアーバンネット天神ビル（レソラ〔RESOLA〕天神）

は、九州随一の商業集積地「天神」の中心に位置しています。

　街に潤いとやすらぎを与える警固公園との連続性の調和を図

り、美しい街並みをつくること、ゆとりのある快適な歩道をつくる

ことに努めました。

　オープン後、隣接する街並みには、笑顔でウィンドーディスプレ

イを楽しむ人々の往来が増え、天神エリアの活性化と賑わいの創

出に貢献することができたと実感しています。

　人・街・自然が織り成す都市空間と調和し、地域の皆さまに愛さ

れ、訪れる人に心地よい街づくりを目指し、地域の活性化に取り

組みます。

　

 「街」と「自然」のハーモニー

環境への取り組み
　当社グループでは、保有物件のCO2排出量削減のため、ビル

の設計、各種設備、制御システムなど幅広い面において省エネ

化を推進しています。2010年度に

は、ビル稼動面積当たりのCO2排出

量の目標値として、2003年度比で

9％削減となる116.7kg-CO2/m2を

設定して取り組んだ結果、実績で

116.6kg-CO2/m2と目標を達成しま

した。

　また、2011年6月に竣工したアーバ

ンネット内本町ビルでは、空調や照明

の設備において省エネ化を図るととも

に、屋上に太陽光発電パネルを設置し

て自然エネルギーの活用を行うなど、

新たな対策も順次導入しています。

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。

C S R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。 

経営情報  

CSR（企業の社会的責任）活動への取り組み

アーバンネット天神ビル

アーバンネット内本町ビルの
省エネ設備
（上）太陽光発電パネル
（下）LED照明
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　今後も、省エネ・CO2排出量削減の可能性をさらに深く

かつ幅広く追求し、低炭素社会の実現に貢献していき

ます。

CO2排出量の推移

 「社員」と「社会」のハーモニー

地域コミュニティとの交流
　京都・烏丸エリアは、2001年に竣工した商業施設・新風

館に続いて、2010年11月には「アーバンネット四条烏丸

ビル（LAQUE〔ラクエ〕四条烏丸）」が開業。施設間の連携

を図る、点ではない「面的な開発」を進めることで、街づく

りの一端を担うべく当社が力を入れているエリアです。

　また、当社では地域コミュニティに参加して住民の方々と

の交流を深めるなど、豊かな街づくりにつながる活動も行って

います。毎年、京都三大祭の中でも最も賑やかな「祇園祭」に

は多数の社員が参加し、地域の皆さまとのコミュニケーション

を深めるなどの取り組みを積極的に行っています。

　これからも各種地域行事への参加などを通じて、豊かな街

づくり、地

域の発展に

貢献できる

よう努めて

いきます。

CSRサイトのご案内

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。

「祇園祭」に参加する社員

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
姿勢を明確化しています。

■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、
東京で開催された「丸の内投資セミナー」および大阪で開催さ
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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 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（2012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29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29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、2012年6月20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。

 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

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
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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
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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

経営情報  

コーポレート・ガバナンス
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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。当期には、会社を取り巻く環境の変化お

よび新規事業への取り組みなどを勘案して、定期的にリスクの

洗い出しおよび評価を実施することをリスク管理規程に明記し

たことから、2012年3月26日の取締役会において改正を行いま

した。

　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および海外リス

クなどについて、環境の変化や新規事業への取り組み状況に応

じて、考えられるリスクを幅広く洗い出して判断を行うように努

めています。

　当社では、大規模地震などの発生に備え、事業継続計画

（BCP）を推進しています。2008年に災害対策推進室を発足

し、組織体制の整備、指針やマニュアルの作成、建物の耐震・水

防対策、防災訓練などの対策を実施しています。当期は、これ

までの災害対策の取り組みや震災の経験を踏まえ、有事に則し

た災害対策本部など体制の確立、実践的防災訓練の実施、防

災教育の充実、被害想定に基づく建物設備の確認・対策などを

実施しました。

　反社会的勢力排除に向け、都道府県の「暴力団排除条例」

の施行を受けて、契約書に反社会的勢力排除に関する条項を

規定するなど、取り組みを徹底しているところです。

　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」、「リス

ク管理規程」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。また、全社員を対象とした人権啓発等の集合研修お

よびコンプライアンスに関するe-ラーニング研修の実施、社員

などの行動規範を盛り込んだ「企業倫理・コンプライアンス・マ

ニュアル」の制定など、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。また、株式会社東京証券

取引所の定めに基づく独立役員の指定にあたっては、親会社や

兄弟会社、主要株主、主要な取引先の出身ではないなど、株式

会社東京証券取引所の掲げる独立性の判断基準に照らして、一

般株主と利益相反の生じるおそれがないことを判断基準として

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

定を行っており、また各社外監査役から監査実施状況について

随時報告を受けています。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
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  社外監査役からのメッセージ

　当社監査役は、株主さまの負託を受けた独立の機関として、内部統制システムの構築・運用状
況をはじめとした取締役の職務執行を監査するとともに、会社の健全な発展と企業価値の向上
を図り、社会的信頼に応える良質な企業統治体制を確立することを基本方針としています。
　当期は、不動産業界を取り巻く環境に緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、依然として
先行き不透明な状況にあり、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。
　特に、2011年3月の東日本大震災発生を受け、今後想定される大規模災害への対策などが求
められる中、安心・安全の維持・向上を図るため、当社では激甚災害対策を主要監査項目の一つ
として設定しています。
　また、他企業における不正・不祥事の頻発により、コーポレート・ガバナンスのさらなる強化が
期待されている中、社会的責務の大きな不動産事業を担う企業として、今後も、環境の変化や
事業領域の変化に応じて、的確な対応を行い、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

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 29回／29回 100.0％ － －
  常勤監査役 22回／22回 100.0％ 20回／20回 100.0％
  常勤監査役 29回／29回 100.0％ 29回／29回 100.0％
  常勤監査役 29回／29回 100.0％ 29回／29回 100.0％
 監査役 28回／29回 96.6％ 29回／29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） 322 280 41 15

  監査役 
  （社外監査役を除く） ― ― ― ―
 社外役員 59 59 ― 4

（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、2011年6月21日開催の第26期定時株主総会の終結の時を
もって退任した取締役2名および監査役1名を含んでいます。

　　3． 上記のほか、使用人兼務取締役の内9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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三ツ村　正規 牧　貞夫

代表取締役社長 代表取締役副社長

北村　明義
住宅事業部長

津島　隆一
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

杉村　豊誠

西村　善治
ビル事業本部長

常務取締役

奥田　孝浩
経営企画部長
CSR担当

篠田　智
財務部長

取締役

長谷川　和弘
不動産投資推進部長

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

中原　志郎
総務部長

楠本　正幸
商業事業推進部長

柳田　優
開発推進部長
関西支店担当

伊藤　隆規
開発推進部次長
開発推進部
資産活用戦略室長

坂下　昭 荻原　健池川　博士

常勤監査役 監査役

榎本　晶夫

（注）1. 取締役のうち杉村豊誠は、社外取締役です。
 2. 監査役の坂下昭、榎本晶夫、池川博士、および荻原健は、社外監査役です。
 3.  当社は、社外監査役榎本晶夫および池川博士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。

経営情報  

役員一覧（2012年7月1日現在）
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 単位：百万円

 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3

会計年度 :

 営業収益 ....................................  ¥128,215 ¥138,206 ¥144,277 ¥149,224 ¥145,693 ¥136,842
 営業利益 ....................................  25,091 28,718 25,244 16,129 24,324 25,365
 当期純利益 .................................  12,995 14,758 15,989 6,116 9,307 15,586

 営業活動によるキャッシュ・フロー .... (5,076) 5,700 (12,091) 35,168 40,417 3,704
 投資活動によるキャッシュ・フロー .... (32,995) (77,893) (57,397) 6,695 (28,257) (23,033) 
 財務活動によるキャッシュ・フロー .... 20,823 85,038 63,079 (30,028) (14,641) 12,650
 フリー・キャッシュ・フロー ............ (38,072) (72,192) (69,488) 41,863 12,159 (19,329)

 投資額 .......................................  48,595 93,367 75,638 24,714 29,925 28,807
 減価償却費 .................................  23,657 23,246 25,762 25,520 23,388 24,765

会計年度末 :

 総資産 .......................................  581,848 900,325 936,650 916,725 910,492 928,537 

 純資産 .......................................  125,169 177,969 183,593 185,537 190,783 203,727
 自己資本 ....................................  125,091 136,395 148,150 150,232 155,534 166,012
 有利子負債 .................................  293,069 451,849 521,070 496,682 487,780 505,805

経営指標 :

 純収入（NOI） ................................... 50,504 52,748 64,277 61,480 56,722 54,318
 自己資本当期純利益率（ROE）（%） ... 10.8 11.3 11.2 4.1 6.1 9.7
 自己資本比率（%） ...........................  21.5 15.1 15.8 16.4 17.1 17.9
 自己資本配当率（DOE）（%） ............. 2.7 3.0 2.8 2.6 2.6 2.9
 配当性向（%） .................................... 25.3 26.8 24.7 64.6 42.4 29.6
 ネットD/Eレシオ（倍） ......................  2.32 2.44 2.78 2.55 2.45 2.42
 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） ... － 1.2 － 4.3 5.1 0.5

    単位：円

1株当たり :

 純資産 ........................................  ¥38,007.98 ¥41,442.57 ¥45,014.04 ¥45,646.72 ¥47,257.78 ¥50,441.30
 当期純利益 ..................................  3,948.64 4,484.09 4,858.34 1,858.48 2,827.98 4,735.67
 配当金 ........................................  1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400

注記
•  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

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
　2012年3月期（当期）におけるわが国経済は、依然として東日本大震災の影響が残る

中、緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、海外景気の悪化などにより、下振れが懸

念される状況が続いています。

　賃貸オフィス市場においては、空室率に改善の兆しが見られるものの引き続き高い水

準にあり、賃料相場も弱含み傾向が続きました。マンション分譲市場においては、東日本

大震災の影響による一時的な販売の落ち込みはあったものの、税制優遇や低金利に支え

られ、消費者の購入意欲の回復傾向が継続しました。

　また、2012年1月1日時点の地価公示においては、全国的に地価の下落が続いている

ものの、下落率は縮小傾向を示しています。

　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。国際事業においては、英国ロンドン市での新たな

オフィスビルの取得に加えて、豪州メルボルン市近郊での宅地分譲事業への着手など、

新たな分野の事業を展開しました。

　以上の結果、当期における経営成績は、営業収益は136,842百万円（前期比8,851

百万円減、6.1%減）、営業利益は25,365百万円（同1,040百万円増、4.3%増）、経常利

益は19,229百万円（同674百万円増、3.6%増）となり、2011年12月2日付で公布された

法人税率見直しに関連する法律の影響などにより、当期純利益は15,586百万円（同

6,278百万円増、67.5%増）となりました。

（1）営業収益
　営業収益は136,842百万円（前期比8,851百万円減、6.1%減）となりました。これは

主に、不動産賃貸事業における既存物件の賃料収入が減少したことに加えて、分譲事業

において分譲マンションの引渡戸数が減少したことなどによるものです。

（2）営業総利益
　営業原価は96,433百万円（前期比8,008百万円減、7.7%減）となりました。これは主

に、その他の事業において、工事進行基準を適用している大手町一丁目第2地区第一種

市街地再開発事業A棟〔大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー〕に関連する営業原

価が増加したものの、分譲事業において分譲マンションの引渡戸数が減少したことなどに

よるものです。

　以上の結果、営業総利益は40,409百万円（前期比842百万円減、2.0%減）となりました。

財務セクション  

経営者による経営成績および
財政状況等の分析
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（3）営業利益
　販売費及び一般管理費は15,043百万円（前期比1,883百万円減、11.1%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が減少したことによる販

売費の減少などによるものです。

　以上の結果、営業利益は25,365百万円（同1,040百万円増、4.3%増）となりました。

（4）経常利益
　経常利益は、営業利益の増加などにより19,229百万円（前期比674百万円増、3.6%

増）となりました。

（5）税金等調整前当期純利益
　特別利益は、60百万円（前期比160百万円減、72.8%減）となりましたが、これは主

に、前期において、固定資産売却益212百万円を計上したことなどによります。

　特別損失は、2,863百万円（同211百万円増、8.0%増）となりました。これは主に、前

期において、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、

当期において、固定資産除却損が1,266百万円増加したことなどによります。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は16,425百万円（同302百万円増、1.9%増）

となりました。

（6）当期純利益
　当期純利益は15,586百万円（前期比6,278百万円増、67.5%増）となりました。これ

は主に、法人税率見直しに関連する法律の影響により、当期純利益が5,945百万円増

加したことなどによります。

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
　当期における不動産賃貸事業については、アーバンネット四条烏丸ビル（京都府

京都市）など前期に竣工した物件の通期での寄与に加えて、新たに竣工した物件の

賃料収入などによる収益確保に取り組んだものの、既存物件の賃料収入の減少など

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空室率が引き続き高い水準にある中、2012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空室率は、東京都心5区で2.0%

（前期末時点3.6%）、全国ベースで5.4%（前期末時点5.7%）と、特に東京都心5区

で大きく改善しました。

　新規ビルの開発事業については、アーバンネット神田ビル（東京都千代田区）が

2012年7月に竣工し、うめきた（大阪駅北地区）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A棟

〔大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー〕（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、当期においては、オフィスビルのアーバンネット内本町ビル（大阪府大阪

市）、商業・オフィスビルのアーバンネット天神ビル（福岡県福岡市）、ホテル事業者が

運営するUD中洲ビル（福岡県福岡市）などが竣工しました。

　以上の結果、不動産賃貸事業の営業収益は91,069百万円（前期比1,538百万円

減、1.7%減）、営業費用は63,586百万円（同205百万円増、0.3%増）となり、営業

利益は27,482百万円（同1,743百万円減、6.0%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。

　当期のNOIは、全国で54,318百万円（前期比2,404百万円減、4.2%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、34,061百万円（同1,533百万円減、

4.3%減）となりました。地方都市部においては、アーバンネット内本町ビル（大

阪府大阪市）、アーバンネット天神ビル（福岡県福岡市）などの竣工があったも

のの、既存ビルの減収などにより、20,257百万円（同871百万円減、4.1%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
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主要ビル別NOI （単位：百万円）

 　
ビル名 所在地 主要用途

 
2011年3月期

 
2012年3月期

     

アーバンネット大手町ビル 東京都千代田区 オフィス 5,371 5,053
大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 オフィス 3,972 3,977
ＮＴＴ幕張ビル 千葉市美浜区 オフィス 1,979 1,799
グランパーク 東京都港区 オフィス 4,521 4,285
シーバンスＮ館 東京都港区 オフィス 2,465 2,233
東京オペラシティ 東京都新宿区 オフィス 1,512 1,345
秋葉原ＵＤＸ 東京都千代田区 オフィス 7,530 7,272
ＪＡビル、経団連会館 東京都千代田区 オフィス 1,989 1,893
アーバンネット卸町ビル 仙台市若林区 オフィス 216 220
アーバンネット五橋ビル 仙台市青葉区 オフィス 217 199
アーバンネットＣＳビル 名古屋市中区 オフィス 343 357
アーバンネット静岡ビル 静岡市葵区 オフィス 307 283
アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市葵区 オフィス 359 363
アーバンネット上名古屋ビル 名古屋市西区 オフィス 106 85
アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 オフィス 439 424
アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス 2,131 2,192
住友商事名古屋ビル 名古屋市東区 オフィス 287 237
ＮＴＴ大阪中央ビル 大阪市中央区 オフィス 373 373
アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 オフィス 413 394
アーバンエース肥後橋ビル 大阪市西区 オフィス 328 336
アーバンエース三宮ビル 神戸市中央区 オフィス 441 409
アーバンエース阿波座ビル 大阪市西区 オフィス 330 330
アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 オフィス 362 349
トレードピア淀屋橋 大阪市中央区 オフィス 742 503
ＮＴＴクレド基町ビル 広島市中区 商　業 3,269 3,069
ＮＴＴクレド白島ビル 広島市中区 オフィス 775 760
ＮＴＴクレド岡山ビル 岡山市北区 オフィス 309 478
ＮＴＴ－Ｔビル 福岡市中央区 商　業 2,068 2,001
ＮＴＴ－ＫＦビル 福岡市中央区 オフィス 234 279
アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 オフィス 248 165
エムズ大通ビル 札幌市中央区 オフィス 365 351
エムズ南22条ビル 札幌市中央区 オフィス 116 121
アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 オフィス 767 780
その他の物件　計 　 　 11,820 11,384
合計 　 　 56,722 54,318

地域別・用途別NOI （単位：百万円）

  2011年3月期 2012年3月期

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

東京都心部  30,207   28,745 

東京都その他
 35,594  1,634 34,061  1,938

および周辺都市部  3,752   3,376 

地方都市部 21,128 17,852 3,275 20,257 17,579 2,677
合計 56,722 51,812 4,909 54,318 49,702 4,615

（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
　当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分譲を中心とした事業を展開

しました。

　マンション分譲事業については、ウェリスときわ台（東京都板橋区）、ウェリス京都

修学院（京都府京都市）など458戸（前期717戸）のマンションの引渡しを行いました。

また、宅地・戸建分譲については、ウェリスパーク南長崎（長崎県長崎市）などの引渡

しを行いました。

　以上の結果、分譲事業は、マンションの引渡戸数の減少などにより、営業収益は

28,484百万円（前期比13,240百万円減、31.7%減）、営業費用は27,109百万円（同

14,082百万円減、34.2%減）となった一方で、マンション分譲事業の利益率改善など

により、営業利益は1,374百万円（同841百万円増、158.0%増）となりました。

分譲事業における種類別・地域別の営業収益状況
 

区分
  2011年3月期   2012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 463 22,948 351 16,330
  その他の地域 253 8,678 107 6,062
 　完成在庫  91 － 99 －
 宅地分譲等
 　引渡数 首都圏 20 1,957 6 281
  その他の地域 306 5,828 42 3,817
 　完成在庫  27 － 14 －
 マンション／
 宅地分譲等合計
 　引渡数 首都圏 483 24,906 357 16,611
  その他の地域 559 14,507 149 9,879
 　完成在庫  118 － 113 －
 その他
 　引渡数 首都圏 － － － －
  その他の地域 1 2,312 1 1,993
 　完成在庫  － － － －
 総合計（収益）  － 41,725 － 28,484

（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、前期は16戸、当期は12戸

 含まれており、宅地分譲等の完成在庫には、同様に前期は10区画、当期は2区画が含まれています。
 3. 前期の宅地分譲等の引渡数のうち、112件（4,119百万円）、当期の宅地分譲等の引渡数のうち、6件（2,764百万円）
     は土地の売却によるものです。
 4. 前期および当期における「その他」は、マンションの一棟売却などによるものです。
 5. 「首都圏」とは、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。

その他の事業
　当期におけるその他の事業については、工事進行基準を適用している大手町一丁

目第2地区第一種市街地再開発事業A棟〔大手町フィナンシャルシティ　ノースタ

ワー〕（東京都千代田区）の収益計上などにより、営業収益は23,223百万円（前期比

6,840百万円増、41.8%増）、営業費用は20,132百万円（同4,962百万円増、32.7%

増）となり、営業利益は3,090百万円（同1,877百万円増、154.9%増）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928,537百万円（前期末比18,044百万円増）となりました。

　流動資産は129,941百万円（同16,179百万円増）となりました。これは主に、たな

卸資産の増加13,593百万円、受取手形及び営業未収入金の増加9,022百万円、預

け金の減少6,671百万円などによるものです。

　固定資産は798,595百万円（同1,865百万円増）となりました。これは主に、建設

仮勘定の増加7,785百万円、建物及び構築物（純額）の減少5,189百万円、長期前

払費用の減少673百万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、当期における増減額および当期末

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  

2012年3月期 期末の時価
  2012年3月期 期首残高 2012年3月期 増減額 2012年3月期 期末残高

  737,113 6,826 743,939 1,155,467

（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.  当期の増減額のうち、主な増加要因は不動産取得（6,534百万円）、主な減少要因は不動産売却（912百万円）です。
　　3.  当期末の時価は、主要な物件については、社外の不動産鑑定士による不動産鑑定評価に基づく金額、その他の物件

 については、適切に市場価格を反映していると考えられる指標などを用いて自社で算定した金額です。

 ●負債
　負債の部は724,810百万円（前期末比5,100百万円増）となりました。

　流動負債は88,727百万円（同16,095百万円減）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減少18,648百万円などによるものです。

　固定負債は636,082百万円（同21,196百万円増）となりました。これは主に、長期

借入金の増加23,287百万円、社債の増加13,386百万円、繰延税金負債の減少

8,338百万円、受入敷金保証金の減少5,643百万円などによるものです。

　なお、当期末における有利子負債は、505,805百万円（同18,025百万円増）とな

り、ネットD/Eレシオは2.42倍（前期末は2.45倍）となりました。

●  純資産
　純資産の部は203,727百万円（前期末比12,944百万円増）となりました。これは

主に、当期純利益15,586百万円、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
　当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7,054

百万円減少し、10,960百万円となりました。なお、当期のフリー・キャッシュ・フロー※は前期

より31,488百万円減少し、19,329百万円のマイナスとなりました。
※ 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
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（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36,713百万円減少し、3,704百万

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16,425百万円、減価

償却費24,765百万円などによる資金の増加に対して、たな卸資産の増加14,306

百万円、売上債権の増加9,032百万円などによる資金の減少があったことによるも

のです。

（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5,224百万円増加し、23,033百万

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24,305百万円

などによる資金の減少に対して、投資有価証券の払戻による収入1,052百万円など

による資金の増加があったことによるものです。

（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27,292百万円増加し、12,650百万

円の増加となりました。これは主に、長期借入れによる収入72,000百万円、社債の

発行による収入14,993百万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67,360百万円、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
　当期においては、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、（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。

  （株）格付投資情報センター

コマーシャル・ペーパー a－1

社債 A＋

（2012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。

　当期の配当については、当期の利益水準、2013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2012」（2010年5月発表）における営業利益目標

260億円が達成見込みであること、および中長期的な事業動向などを勘案し、株主

重視経営の一環として、1株当たり年間配当金を前期より200円増額して1,400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。

　当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 2012年3月期（百万円）

不動産賃貸事業 28,325

分譲事業 5

その他の事業 40

計 28,371

全社 421

合計 28,793

　不動産賃貸事業における主な設備投資は、うめきた（大阪駅北地区）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）7,284百万円、アーバンネット天神ビル

（福岡県福岡市）2,657百万円、UD中洲ビル（福岡県福岡市）1,913百万円、アーバンネッ

ト神田ビル（東京都千代田区）1,458百万円、大手町一丁目第2地区第一種市街地再開発

事業A棟〔大手町フィナンシャルシティ　ノースタワー〕（東京都千代田区）1,448百万円、

リニューアル投資9,613百万円です。

　なお、その他の投資として、投資有価証券13百万円を取得し、全体の投資額は28,807

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
　当期末の連結有利子負債残高505,805百万円は、すべ

て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。

  2011年3月期 2012年3月期

総資産額（百万円） 910,492 928,537

有利子負債額（百万円） 487,780 505,805

有利子負債額／総資産額（%） 53.6 54.5

営業収益（百万円） 145,693 136,842

支払利息（百万円） 7,928 7,938

支払利息／営業収益（%） 5.4 5.8

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などによ

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。

　当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36,713百万円減少し、3,704百万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、

2012年6月20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、当期における連結営業収益の

63.8%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、大規模災害の影響により、建築資

材・設備の不足などに伴う工程の遅延などを余儀なくされ

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

発生することの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の当期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
　 2011年3月期 2012年3月期

不動産賃貸事業収益（百万円） 84,996 82,603

NTTグループからの収益（百万円） 28,236 26,600

NTTグループからの収益／
不動産賃貸事業収益（%） 33.2 32.2

（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、2012

年6月20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、現時点では買収防衛策も導入していま

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 ...........................................................................................................

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

2012年3月期

  

 ¥    9,924 

 15,480 

 14,854 

 78,843 

 448 

 60 

 3,172 

 1,745 

 427 

 4,983 

 (1)

 129,941

 

 

 692,937 

 (368,740)

 324,196 

 13,766 

 (11,727)

 2,039

 401,361 

 512 

 (356)

 156 

 17,503 

 15,603 

 (12,097)

 3,505 

 748,763 

 4,562

 

 20,656 

 17,308 

 397 

 6,906 

 －
 45,269 

 798,595 

 ¥ 928,537

（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 .....................................................................................

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

　　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 ....................................................................................................  

2011年3月期 2012年3月期

 ¥    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

 ¥  13,175 

 68 

 48,712 

 1,611 

 458 

 － 

 24,699 

 88,727

 

 137,091 

 318,389 

 151 

 82,437 

 28,402 

 60,305 

 6,026 

 105 

 － 

 3,044 

 128 

 636,082 

 724,810

 

 

 48,760 

 34,109 

 84,265 

 167,135

 

 98 

 (1,221)

 (1,122) 

 37,714 

 203,727 

 ¥928,537

（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 .................................................................................................
　瑕疵担保損失引当金戻入益 ................................................................................
　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  ........................................................
　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 ...........................................................................................................   

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

2012年3月期

 ¥136,842 
 96,433 
 40,409 
 15,043 
 25,365
 
 61 
 63 
 123 
 0 
 1,926 
 77 
 68 
 2,321
 
 7,938 
 518 
 8,457 
 19,229
 
 －
  60
 － 
 60
 
 216 
 2,319 
 － 
 323 
 5 
 2,863 
 16,425 
 3,991 
 (6,942)
 (2,951)
 19,376 
 3,790 
 ¥  15,586

（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 ....................................................................................   

2011年3月期

 ¥  10,691 

 165 
 (199)
 (33)
   10,658 

     9,251 
 ¥    1,406

2012年3月期

 ¥ 19,376 

 (165) 
 (1,000)
 (1,166)
   18,209 

     14,427 
 ¥   3,782

（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
　　当期首残高 ..............

　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　資本剰余金
　　当期首残高 ..............

　　当期変動額
　　　当期変動額合計 ....

　　当期末残高 ..............

　利益剰余金
　　当期首残高 ..............

　　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
　　当期首残高 ..............

　　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
　　当期首残高 ..............

　　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
　　当期首残高 ..............

　　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
　　当期首残高 ..............

　　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
　当期首残高 ..................

　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
　当期首残高 ..................

　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 ..................

2011年3月期 2011年3月期2012年3月期 2012年3月期

 ¥  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

 ¥  48,760 

 －
 48,760 

   34,109 

 －
 34,109 

 72,628 

 (1,974)

 (1,974)

 15,586 

 11,636 

 84,265

 155,498 

 (1,974)

 (1,974)

 15,586 

 11,636 

 ¥167,135

 ¥       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

 ¥       257 

 

 (158) 

 (158)

 98

 (221)

 

 (1,000)

 (1,000)

 (1,221)

 36 

 (1,158)

 (1,158)

 (1,122)

  35,248 

 

 2,466

 2,466

 37,714 

 190,783 

 (1,974)

 (1,974)

 15,586 

 1,307

 12,944 

 ¥203,727

（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 ..............................................................................................
　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
　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 .............................................................................

2011年3月期 2012年3月期

（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

  
 ¥ 16,425 
 24,765 
 － 
 323 
 (1,926)
 141 
 (2)
 136 
 (125)
 7,938 
 (77)
 －
 2,319 
 216 
 (778)
 (9,032) 
 (14,306)
 5,092 
 (6,196)
 (4,091)
 20,822 
 161 
 (8,028)
 (9,250)
 3,704
 
 (24,305)
 681 
 (13)
 1,052 
 － 
 －
 (447)
 (23,033)
 
 －
 72,000
 (67,360) 
 14,993
 (1,611) 
 (3,949) 
 (1,316)
 (104)
 12,650
 (375)
 (7,054)
 18,015 
 ¥ 10,960

  
 ¥ 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



  議決権などの
 資本金 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） 大阪市西区 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

 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

 UD AUSTRALIA PTY LIMITED 豪州メルボルン市  100.0

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）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

 335 GRICES ROAD PTY LTD 豪州メルボルン市  50.0

関係会社の状況（2012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

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

豪州における不動産への投資および運用

保有不動産の運営アドバイス

住宅用宅地の開発および販売

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。

支店ネットワーク

英ポンド
200

豪ドル
17,000,000

英ポンド
1,000

豪ドル
1

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

コーポレートデータ  
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●   7月   「アーバンネット神田ビル」竣工● 1月 豪州に現地法人を設立し、メルボルン市近郊で宅地分譲事業開始

経営情報 物件竣工情報

●  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

●   9月   「UD中洲ビル」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

2012

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

● 11月 不動産ファンド「NU-5ファンド」をプレミア投資法人へ一括売却
● 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

● 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

● 8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

● 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

● 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

コーポレートデータ  
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●   7月   「アーバンネット神田ビル」竣工● 1月 豪州に現地法人を設立し、メルボルン市近郊で宅地分譲事業開始

経営情報 物件竣工情報

●  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  サービス付き高齢者向け住宅「ウェリス オリーブ新小岩」  

 竣工

●   9月   「UD中洲ビル」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
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● 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

● 11月 不動産ファンド「NU-5ファンド」をプレミア投資法人へ一括売却
● 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

● 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

● 8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

● 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

● 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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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 734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  13,485名

株式所有者別分布状況（出資比率）

株価推移

金融機関　10.2％

証券会社　0.3％

事業会社・
その他の法人（国内）
67.7％

個人・その他（国内）
3.0％

政府・地方公共団体 0.0％

外国法人
18.8％

2009 2010 2011 2012
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当社株価終値

2012年3月末

TOPIX

2012年3月末

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 

133,593 4.06%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 90,233 2.74%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 89,668 2.72%

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 

48,049 1.46%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口9） 35,488 1.08%

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 
28,382 0.86%

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 
25,184 0.77%

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT

–TREATY CLIENTS 
21,606 0.66%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口4） 18,241 0.55%

コーポレートデータ  

投資家情報 （2012年3月31日現在）



〒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/




