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コーポレートスローガン

当社では、IR 活動の一環として、企業活動や業績に関するリリースなどの
様々な情報をホームページ上でも発信しております。
また、WEB ならではのインタラクティブな機能を加えたオンラインアニュアル 

レポートを開設しています。ぜひ、ご
活用ください。

IR サイト・オンラインアニュアルレポートのご案内

IR サイト
http://ir.nttud.co.jp/

オンラインアニュアルレポート 2013
http://ir.nttud.co.jp/library/ar.html

（2013 年 9 月公開予定）　

「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 N T T 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、

N T T 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.

撮影：フォワードストローク
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※ 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）

長期債格付

A+

(2013 年 3 月期 ) (2013 年 3 月期 ) (2013 年 3 月期 )

(2013 年 3 月 31 日現在 ) (2013 年 3 月期 )

(2013 年 3 月期 )

(2013 年 3 月期 ) (2013 年 3 月期 )

1,631億円

56.1％ 32.6％ 11.2％

1,199千㎡

4.0％
563億円 1,052戸 43.6％

274 億円 120 億円

営業収益

不動産賃貸事業

貸付可能面積

空室率（東京都心 5 区）

分譲事業

NOI ※

その他の事業

マンション引渡戸数 配当性向

営業利益 当期純利益

　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。

　また、不動産ファンド事業や海外での事業展開など、幅広い分野で成長を続けています。

(2013 年 3 月 31 日現在 )

（株）格付投資情報センター

営業収益構成比

NTT 都市開発 スナップショット
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（百万円）（百万円）

営業収益（左軸） 営業利益（右軸）
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1 株当たり配当金（左軸） 配当性向（右軸）

43.643.6

0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

1,600

（3月期）2011 2012 2013

単位：百万円 増減率
2011.3 2012.3 2013.3 2013.3/2012.3

会計年度：
営業収益 ¥145,693 ¥136,842 ¥163,168 19.2% 
営業利益 24,324 25,365 27,401 8.0 
当期純利益 9,307 15,586 12,073 (22.5)

会計年度末：
総資産 910,492 928,537 941,050 1.3 
純資産 190,783 203,727 213,835 5.0 
有利子負債 487,780 505,805 505,993 0.0 

経営指標：
純収入（NOI）※ 1 56,722 54,318 56,397 3.8 
自己資本当期純利益率（ROE）（％） 6.1 9.7 7.1 －
自己資本比率（％） 17.1 17.9 18.7 －
ネット D/E レシオ（倍）※ 2,3 2.45 2.42 2.30 －
ネット有利子負債 /EBITDA 倍率（倍）※ 2,4 9.81 9.84 9.60 －
配当性向（％） 42.4 29.6 43.6 －

1 株当たり： 単位：円 増減率

純資産※ 5 ¥47,257.78 ¥50,441.30 ¥53,543.11 －
当期純利益 2,827.98 4,735.67 3,668.47 －
配当金 1,200 1,400 1,600 －

※ 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　ネット有利子負債 ＝ 有利子負債 － 現金及び現金同等物 － 預入れ期間が 3 ヶ月を超える定期預金
※ 3　ネット D/E レシオ  =  ネット有利子負債  ÷  純資産
※ 4　ネット有利子負債 /EBITDA 倍率  =  ネット有利子負債  ÷  （営業利益 + 減価償却費 )
※ 5　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　

連結財務ハイライト

営業収益・営業利益 1 株当たり配当金・配当性向

純資産・自己資本比率 有利子負債・ネット D/E レシオ

当期純利益・ROE

フリー・キャッシュ・フロー

（2013 年、2012 年および 2011 年３月 31 日に終了した連結会計年度）
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代表取締役社長

牧　貞夫

社長メッセージ
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2013 年 3 月期の外部環境認識と業績概況

　当期（2013 年 3 月期）の日本経済は、弱い動きが続いておりましたが、下期から政権交代した政府の金融緩和

および財政政策を背景に、持ち直しの動きが顕著なものとなりました。先行きにつきましても海外景気減速の影響

などの下押しリスクが残るものの、円高の是正に伴う輸出環境の改善や政府の投資促進策等の実施による景気回復

が期待されています。

　賃貸オフィス市場におきましても、空室率が穏やかながら改善基調となり、賃料相場でも下げ止まりが見られま

した。マンション分譲市場では、低金利等に支えられ、消費者の購入意欲は堅調に推移いたしました。2013 年 1 

月 1 日時点の地価公示でも、全国的に地価の下落が続いているものの下落率が縮小し、一部地域では回復傾向が

認められます。

　こうした事業環境の中、当社グループはオフィスビルの開発や分譲マンションの引渡戸数拡大に取り組み、強固

な事業基盤の構築と安定的な利益の創出に努めました。その結果、当期は不動産賃貸事業、分譲事業において前期

比増収増益となり、マンション分譲事業では事業開始以来最高となる 1,052 戸の引渡しを達成しております。また、

英国ロンドン市においてオフィスビル「20 Finsbury Circus」を取得するなど、海外事業の推進にも努めました。

　これらの取り組みの結果、当期の営業収益は 163,168 百万円（前期比 19.2％増）、営業利益は 27,401 百万円（同

8.0％増）、経常利益は 22,016 百万円（同 14.5％増）となりました。また、当期純利益は、法人税率見直しに関

する法律が公布された影響により、前期においては、当期純利益が増加していたことなどにより減少し、12,073 

百万円（同 22.5％減）となりました。

　株主の皆さまへの利益還元につきましては、当期の利益水準や今後の中長期的な事業動向等を勘案し、1 株当た

りの年間配当を 200 円増額し、1 株当たり 1,600 円となりました。2014 年 3 月期の配当についても、この水準

を維持する予定です。

「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長をめざして～」を推進し、
中長期的な成長と企業価値向上を実現します。

　私は、この度、2013 年 6 月 18 日開催の定時株主総会後の取締役会における決議により、
代表取締役社長に就任いたしました。
　皆さまのご期待に応えられるよう、精一杯取り組んでまいりますので、どうぞよろしくお
願い申し上げます。
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「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」の総括
　当社グループでは、安定的な収益構造をもった事業基盤を再構築し、財務の健全性にも配慮した成長性を追求す

る「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」を推進してまいりました。不動産賃貸事業においては新規開発

の推進により収益基盤を強化し、分譲事業では「WELLITH（ウェリス）」ブランドの確立により安定的な利益の

創出に努め、海外事業においてもロンドンでの不動産事業の推進など、着実な成果を示しています。この結果、「中

期経営計画 2012」の最終年度の当期における営業利益は 274 億円、ネット D/E レシオも 2.30 倍となるなど、当

初の目標値を達成することができました。

　しかしながら、この間、当社グループを取り巻く事業環境は急速な変化を示しております。成熟した国内市場に

おいては少子高齢化の進展や都市部への人口集中などの課題が拡大するとともに、当社のお客様でもある企業側の

ニーズも IT 化への対応など多様化しています。特に、東日本大震災以降は、BCP（事業継続計画）や環境・エネルギー

問題への関心も高まっています。

　当社グループにおきましては、こうした事業環境の変化をさらなる成長の機会へと結びつけるべく、「中期経営

計画 2012」の成果を発展的に継承する新たな「中期ビジョン 2018」を策定し、2013 年度より推進しています。

「中期ビジョン 2018」の策定

　「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長をめざして～」は、お客様・マーケット志向を徹底した新たなサービスの

創造や業務プロセスの改善などのマネジメントイノベーションを推進することにより、多様化する市場機会を捉え

た中長期的な成長を実現していくものです。

■ 今後の成長に向け、2 段階のステージを設定

　「中期ビジョン 2018」では、不動産事業特有の中長期的な成長スパンを考慮し、3 年毎 2 段階のステージを設

定しています。2014 年 3 月期から 2016 年 3 月期をステージ 1 とし、将来の成長に向けた事業基盤の強化・拡大

を図ることで、営業利益 300 億円の達成を目指します。2017 年 3 月期から 2019 年 3 月期のステージ 2 におい

ては、ステージ 1 で確立した事業基盤を活かした成長の実現により、営業利益 400 億円水準を目指します。

■ 事業方針

　事業環境の変化と事業機会の多様化を捉え、マーケットインの発想での事業創出を加速することで、中長期的な

成長を実現します。

　不動産賃貸事業におきましては、お客様志向を徹底し、社会環境の変化を捉えた開発戦略を進める一方、今後さ

らに営業力およびコスト競争力の強化に努めるとともに、開発手法の多様化や資産組換えの推進に取り組むことに

社長メッセージ
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より、収益基盤を強化してまいります。　

　分譲事業においては、「WELLITH（ウェリス）」ブランドの一層の深化に努めるとともに、首都圏を中心とした

事業拡大に取り組み、安定的な利益の創出を目指します。

　海外事業では、欧米での安定した収益基盤の確保、東南アジアを中心とする成長市場における事業機会の創出に

向けた取り組みを推進します。

■ 財務コントロールの徹底

　今後の成長に向けた投資を加速する一方で、財務バランスを維持するために投資の厳選や戦略的な資産の組換え

を実施し、有利子負債のコントロール等を通じて、財務基盤の強化を図ります。具体的には、積極的に投資を行う

一方、ステージ 1 のネット有利子負債 /EBITDA 倍率を 10 倍台に抑え、ステージ 2 最終年度の 2019 年 3 月期ま

でに 9 倍台への改善を目指します。投資計画については、分譲事業における用地仕入額も含めてステージ 1 で 2,700 

億円、ステージ 2 で 3,000 億円を見込んでいます。

■ 経営基盤の充実

　経営戦略機能の強化を図るとともに、新たな事業へのチャレンジや IT を含めた業務プロセスの見直し、ヒュー

マン・リソース・マネジメントの強化により、経営リソースの充実を図ります。また、コーポレート・ガバナンス

の徹底や株主重視経営の推進に継続して取り組むことで、事業規模の拡大に対応し得る経営インフラを確立してい

きます。

　当社グループでは、全社一丸となって「中期ビジョン 2018」の経営目標の達成に全力で取り組むことにより、

スローガンとして掲げる「さらなる成長」を実現し、事業価値の一層の拡大に努めていく所存です。

　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宜しくお願い申し上げます。

2013 年 8 月

代表取締役社長
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「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長をめざして～」

財務指標
実績 ステージ 1 

定量目標
ステージ 2  

見通し
2013 年 3 月期 2016 年 3 月期 2019 年 3 月期

営業利益 274 億円 300 億円 400 億円水準

有利子負債 /
EBITDA 倍率※ 9.6 倍 10 倍台 9 倍台

■ 有利子負債 /EBITDA 倍率を財務目標に設定
■ 成長に向けた投資の促進をする一方、

投資の厳選と資産の組換えを実践

※ 有利子負債は現金等を差し引いたネットベース
〔算出式〕有利子負債 － 現金及び現金同等物 － 預入れ期間が３ヶ月を超える定期預金
EBITDA  ＝ 営業利益 ＋ 減価償却費

■ 経営リソースの充実　■ コーポレート・ガバナンスの徹底
■ 株主重視経営

〔賃貸事業〕着実に収益基盤を強化
■ お客様志向の徹底、

社会環境の変化を捉えた開発戦略
■ 営業力・コスト競争力の強化
■ 開発手法の多様化と資産組換えの推進

〔住宅事業〕ウェリスブランドの深化と事業拡大
■ お客様のニーズを追求した商品企画
■ お客様満足度の向上
■ 首都圏を中心に事業規模を拡大

〔海外事業〕
■ 欧米でのベースロードの拡大
■ 成長市場への挑戦

財務コントロールの徹底事業方針

経営基盤の充実

本計画では、今後の成長に向け、２段階のステージを設定し、成長戦略を計画しております。

お客様にもっと選ばれるために、私たちの新たな挑戦が始まります。

将来の成長に向けた事業基盤の強化・拡大
さらなる成長

　ステージ１ （2014 年 3 月期－ 2016 年 3 月期）
　ステージ２ （2017 年 3 月期－ 2019 年 3 月期）

お客様・マーケット志向の徹底 イノベーションの追求

「中期ビジョン2018 ～さらなる成長をめざして～」

中期ビジョン2018 ～さらなる成長をめざして～

「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」の総括

①事業基盤の再構築
〔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

〔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

②財務の健全性にも配慮した成長性の追求
●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

●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

〔賃貸事業〕新規開発の推進による収益基盤の強化

〔分譲事業〕WELLITH ブランドの確立と
　　　　　  安定的な利益創出

〔海外事業〕ロンドンにおける不動産事業の推進

〔ファンド〕   J-REIT への参画（プレミア投資法人）
    　　　　  私募ファンドを継続的に組成

「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」
2011 年 3 月期～ 2013 年 3 月期

「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」の成果

財務目標の達成

財務指標 2013 年 3 月期
目　標

2013 年 3 月期
実　績

営業利益 260 億円 274 億円

ネットＤ／E レシオ 2.3 倍台 2.30 倍
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274億円 275億円

300億円

400億円水準

292

その他・全社その他・全社

27

29

280

その他・全社

5

43

280

その他・全社

15

50
営業利益

賃貸
セグメント

海外

分譲セグメント

（3月期）2016 201920142013

2016 201920142013

511億円

9.6倍 10.0倍 10倍台 9倍台

518億円

5,190億円
4,913億円

6,000億円

550億円

※有利子負債は現金
等を差し引いたネ
ットベース

有
利
子
負
債※ Ｅ

Ｂ
Ｉ
Ｔ
Ｄ
Ａ

（3月期）

2014～2016 2017～20192011～2013（※海外は再掲）

1,535億円

投資額

1,056

479

設備投資額

海外※

棚卸資産
（用地仕入額）

2,000152

400

700

2,700億円
3,000億円

（3月期）

2016 年 3 月期 300 億円の
営業利益を財務目標とする

今後の成長に向けた投資に伴い 
有利子負債 /EBITDA 倍率は
上昇するものの、2016 年 3 月
期には 10 倍台に抑える

設備投資は海外を含め 2,000 億円
分譲事業における用地仕入れ
は 700 億円

2019 年 3 月期 400 億円水準の
営業利益を目指す

財務コントロールを強化し、
2019 年 3 月期には 9 倍台に
改善させる

全社トータルで 3,000 億円
規模の投資を計画

ステージ 1
（2014 年 3 月期～

2016 年 3 月期）

ステージ 1
（2014 年 3 月期～

2016 年 3 月期）

ステージ 1 の合計
（2014 年 3 月期～

2016 年 3 月期）

ステージ 2
（2017 年 3 月期～

2019 年 3 月期）

ステージ 2
（2017 年 3 月期～

2019 年 3 月期）

ステージ 2 の合計
（2017 年 3 月期～

2019 年 3 月期）

営業利益

有利子負債 /EBITDA 倍率

有利子負債 /EBITDA 倍率

投資計画

主要指標の推移・計画
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94,509

0

10,000

20,000

30,000

40,000

2009 2010 2011 2012

29,216

（百万円）

2013（3月期）
0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0 全国
都心5区

市場

2012.3 2012.6 2012.9 2012.12 2013.3

6.5

4.0

10.7

8.6

（％)
全国
都心5区

当社

外部環境認識
　当期（2013 年 3 月期）の東京都心 5 区の市場平均

空室率※ 8.6％（前期比 0.4 ポイント改善）、全国平均※

で 10.7％（前期比 0.9 ポイント改善）と、空室率は穏

やかながらも改善基調となりました。

　また、当期末（2013 年 3 月末）の賃料相場につい

ても、東京都心 5 区の市場平均賃料※ 16,504 円と、

前期末の 16,716 円と比較して 1.27％（212 円）の下

落に留まるなど、下げ止まりの傾向が顕著なものとな

りました。

2013 年 3 月期の業績概況
　当期の不動産賃貸事業は、既存物件の賃料収入の減

少があったものの、アーバンネット天神ビル（福岡県

福岡市）などの前期に竣工した物件および当期竣工物

件の賃料収入や英国ロンドン市のオフィスビルの売却

収入等が寄与し、増収増益となりました。

　当期におきましては、アーバンネット神田ビル（東

京都千代田区）、「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）、グランフロント大阪（大

阪府大阪市）などが竣工しております。

　空室率については、東京都心 5 区の既存テナントの

減床や新規竣工物件による空室増の影響もあり、当社

の空室率は、東京都心 5 区で 4.0％（前期比 2.0 ポイ

ント上昇）、全国平均でも 6.5％（同 1.1 ポイント上昇）

となりました。

　これらの結果、当期の不動産賃貸事業の営業収益は

94,509 百万円（前期比 3.8％増）、営業利益は 29,216

百万円（同 6.3％増）となりました。保有物件の NOI（純

収入 :Net Operating Income）については、全国ベー

スで 56,397 百万円（同 3.8％増）となりました。なお、

賃貸不動産の時価は 1,159,902 百万円となり、含み益

（簿価との差額）は 401,602 百万円となっています。

2014 年 3 月期の取り組み
　今期（2014 年 3 月期）の不動産賃貸市場は、景気

回復への期待感を背景に空室率の改善や賃料水準の下

げ止まりが見込まれています。

　当社においても営業力強化による空室の解消、物件

売却収入および新規物件賃料収入の増加が見込まれ

ることから増収を想定しておりますが、営業利益は

2013 年 3 月期の海外における物件売却等の収入がな

くなることや新規物件の安定稼働に時間がかかること

などから、減益を想定しています。

出典：東京都心５区の市場空室率は三鬼商事（株）のデータ。全国の
市場空室率は、三鬼商事（株）発表の東京、横浜、大阪、名古
屋、福岡、仙台、札幌の空室率の単純平均値（当社試算）。

※市場平均賃料および東京都心 5 区の市場平均空室率は三鬼商事（株）のデータ  
による。全国の市場空室率は、三鬼商事（株）発表の東京、横浜、大阪、名古
屋、福岡、仙台、札幌の空室率の単純平均値 ( 当社試算 )。

不動産賃貸事業

営業収益の推移 営業利益の推移 空室率の状況
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2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

レソラ サウステラス（福岡市）

目 白 プ ロ ジ ェ ク ト

品 川 プ ロ ジ ェ ク ト

日 本 橋 二 丁 目 計 画

銀 座 一 丁 目 計 画

新 橋 一 丁 目 計 画

皇居
新宿御苑

皇居
新宿御苑 日本橋二丁目計画

目白プロジェクト

新橋一丁目計画

品川プロジェクト

銀座一丁目計画

※東京都の国際戦略特区
は東京都の資料を基に当社にて加工

：当社開発物件
計画区分： 計画中開発中

浜松町駅

品川駅品川駅

新宿駅新宿駅

渋谷駅渋谷駅

原宿駅原宿駅

田町駅田町駅

浜松町駅

東京駅東京駅東京駅

新橋駅新橋駅新橋駅

品川駅

新宿駅

目白駅目白駅目白駅

渋谷駅

原宿駅
有楽町駅有楽町駅有楽町駅

秋葉原駅秋葉原駅秋葉原駅

田町駅

浜松町駅

東京都「アジアヘッドクォーター特区」を中心に
事業展開を加速

　当社は、秋葉原から品川をコアエリアと位置づけ、「人」「街」「自然」
が調和した快適空間の創造を目指して多数の開発プロジェクトを進め
てきました。今後は、特に東京都が推進する「アジアヘッドクォーター
特区」に指定された区域内での開発を進捗させていきます。
　特区指定エリアとなる東京都心・臨海地域においては、アーバンネッ
ト大手町ビルなどの当社保有物件が複数所在し、かつ大手町連鎖型開
発などを通じて都市環境の整備に貢献してきました。
　今後も同エリア内において、日本橋二丁目計画、銀座一丁目計画、　 
新橋一丁目計画を進めていきます。また、品川駅・田町駅周辺地域に
おいても、芝浦水再生センターの再構築に伴う上部利用事業として環
境共生のランドマークを目指す「品川プロジェクト」が、2015 年春
の開業を目指して進行中です。

賃貸事業 ： 着実に収益基盤を強化

① お客様志向の徹底、社会環境の変化を捉えた開発戦略
② 営業力・コスト競争力の強化
③ 開発手法の多様化と資産組換えの推進

稼働

稼働

稼働

建設

建設

建設

竣工

竣工

竣工

開
発
中

計
画
中

新規開発プロジェクト

中期ビジョン2018 における事業方針

目白プロジェクト
2014 年 11 月 開業予定

品川プロジェクト（芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業） 
2015 年春開業予定

国際ビジネス拠点品川に
環境共生のランドマーク

  国内最大級のオフィスフロア
  免震構造採用
  安心の BCP（事業継続計画）対策

　（72 時間非常用発電機・貯水槽等）
  国内最高レベルの環境性能
  3.5ha の広大な緑地

ライフスタイル提案型商業ビル
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6,000

12,000

2009 2010 2011 2012

2,914

（百万円）
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営業収益の推移 営業利益の推移

外部環境認識
　当期のマンション分譲市場は、低金利等を背景にし

た底堅い購入マインドに支えられて概ね堅調に推移し

ました。2012 年の首都圏における分譲マンションの

新規供給戸数※は 45,602 戸と、2011 年の 44,499 戸

と比較して 2.5％（1,103 戸）の増加となりました。

　また、累積契約率※も 2011 年の 89.4％を 0.6 ポイ

ント上回る 90.0％を記録し、販売在庫数※は 2011 年

の 6,166 戸から 819 戸減少して 5,347 戸となるなど、

市場の動向を示す指標は好調な水準を維持しています。
※首都圏における分譲マンション新規供給戸数、累積契約率、販売在庫数は（株）
　不動産経済研究所の資料による。

2013 年 3 月期の業績概況
　当期の分譲事業は、マンション分譲事業において前

期実績を大幅に上回る 1,052 戸の引渡しを行い、利益

面でも利益率が改善し、大幅な増収増益となりました。

　当期におきましては、ウェリス上野池之端（東京都

台東区）、ウェリス宮前平（神奈川県川崎市）、ウェリ

ス六甲篠原（兵庫県神戸市）、ウェリス持田レジデンス

（愛媛県松山市）などの引渡しを実施しました。

　また、当期から新たにウェリス有栖川（東京都港区）、

ウェリスタワー愛宕虎ノ門（東京都港区）、ウェリス稲

毛（千葉県千葉市）などの販売を開始しております。

　宅地・戸建分譲につきましては、ウェリスコート北

小金（千葉県松戸市）などの引渡しを行いました。

　これらの結果、当期の分譲事業の営業収益は 54,939

百万円（前期比 92.9％増）、営業利益は 2,914 百万円（同

112.0％増）となりました。営業利益率は 5.3％（同 0.5％

増）となり、収益性の強化を実現しました。

2014 年 3 月期の取り組み
　今期のマンション分譲市況は、消費税引き上げなど

の不透明要因があるものの、初月契約率が順調に推移

するなど、概ね堅調に推移するものと見込まれます。

　当社におきましても、「WELLITH（ウェリス）」ブラ

ンドの深化と首都圏を中心とした事業拡大に取り組み、

2013 年 3 月期を上回る 1,300 戸のマンション引渡し

を計画しています。今期は、引渡し戸数の増加や都心

物件の竣工が多く見込まれることに加え、さらなる利

益率の改善にも取り組み、営業収益は増収、営業利益

も増益を見込んでいます。

分譲事業 

先進性と安心を調和させ、
いつまでも高い資産価値を保ち、

世代を超えて住み継がれる良質な住まいづくりをめざして
「WELLITH（ウェリス）」ブランドを展開しています。
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（3月期）

1,600戸
程度

2,000戸
程度

717戸
458戸

1,052戸
1,300戸

201420122011 2013 2016 2019

③ 首都圏を中心に事業規模を拡大

① お客様のニーズを追求した商品企画

② お客様満足度の向上

・  商品企画仕様書（ウェリスコード）・
独自の品質性能基準に基づき品質
管理を充実

・  アフターサービスの充実

・  管理サービスの充実・強化（入居
者サポートの充実、コミュニティ
形成の支援　等）

ウェリス………… 分譲マンション
ウェリスパーク… 大規模な街づくり
ウェリスコート… 小規模な街並

ウェリス i-S（アイズ） …… コンパクトマンション
ウェリスオリーブ………… 高齢者向け住宅事業
建替事業（老朽化マンションの建替支援事業）

住宅事業 ： ウェリスブランドの深化と事業拡大

① お客様のニーズを追求した商品企画
② お客様満足度の向上
③ 首都圏を中心に事業規模を拡大

お客様の声を活かし、社会環境や世帯構成の変化に対応した多彩な商品を提供

• 分譲マンション販売戸数の
トップ 10 を目指す

• 着実に営業利益を拡大

2014 年 3 月期に竣工予定の主な物件

① ウェリス代官山猿楽町
② ウェリス稲毛
③ ウェリスタワー愛宕虎ノ門
④ ウェリス六本木

中期ビジョン2018 における事業方針

① ③ ④

②

13



　当社グループは、2009 年 11 月に海外 1 号物件と

なる英国ロンドン市のオフィスビルを取得し、海外に

おける事業展開の第一歩を踏み出しました。2011 年

9 月にはオーストラリアに現地法人を設立し、メルボ

ルン市郊外にて宅地分譲事業に着手するなど、海外事

業を推進しています。

　当期におきましては、2012 年 9 月に英国ロンドン

市の「20 Finsbury Circus」を取得しております。また、

2012 年 2 月には、英国ロンドン市の海外１号物件 

「103 Mount Street」をバリューアップした上で売却 

し、当期の不動産賃貸事業に収益計上されています。 

なお、2013 年 4 月に英国ロンドン市の「265 Strand」

を取得しております。

　今後に向けては、欧米では、収益物件の獲得・運用

とリノベーション等によるバリューアップ実績の蓄積

により、安定した収益基盤の拡大に努めます。また、

同時に、今後の経済発展が期待される東南アジアを

中心とした成長市場においても、現地に進出している

NTT グループ企業と連携してパートナーの開拓や協

業による事業機会の創出に挑戦していきます。なお、

事業展開の布石としてシンガポールにリージョナルオ

フィスを開設し、今期から稼働しています。

　今後も、安定的な利益創出を目指した投資を継続し、

当社の新たな成長ドライバーとして、海外事業の着実

な育成を図ります。

グローバルビジネス

グローバルビジネスの展開

● これまでの取り組み実績

● 今後の事業展開

海外拠点 ＵＤヨーロッパ
（ロンドン）

2010

2014

2011

2015

2012

2016 ・・・

2013 （3月期）

（3月期）2019

ＵＤオーストラリア
（メルボルン）

アジア
リージョナルオフィス

（シンガポール）

ロンドンでの
事業展開の拡大

先 進 国 市 場

成 長 市 場

◆ 335 Grices Road

◆ 103 Mount St.

欧米における
事業展開のさらなる拡大

収益物件の獲得による「ベースロード」の拡大と
リノベーション等開発実績の蓄積

パートナーの
開拓と市場調査

オーストラリア
での事業展開

成長市場における事業機会の創出

（宅地分譲事業推進中）

→ バリューアップ後の売却に成功
（リノベーション計画中）◆ 1 King William St.

◆ 20 Finsbury Circus
◆ 265 Strand

① 1 King William Street
② 20 Finsbury Circus
③ 265 Strand

②

③

①

①欧米でのベースロードの拡大　
②成長市場への挑戦
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北海道エリア

東北・信越エリア

首都圏エリア※ 2

東京都心 5 区 当社空室率

中国・四国エリア

関西エリア

東海エリア

九州エリア

64千㎡　5％

50千㎡　4％

79千㎡　7％

146千㎡　12％

121千㎡　10％

173千㎡　15％

164千㎡　14％

398千㎡　33％

(2013 年 3 月 31 日現在 )

東京都心 5 区　4.0％ 　
全国　　　　　6.5％

開発実績

NOI ※ 1

首都圏エリア※2

40億円
7%

その他の地域

232億円
41%

東京都心 5区

291億円
52%

※ 1　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）

※ 2　首都圏エリアは、東京都心 5 区を除く。

(2013 年 3 月 31 日現在 )

(2013 年 3 月期 )

貸付可能 面積

1,199 千㎡

563 億円
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環七通り

羽田空港

秋葉原駅

東京駅

新橋駅

品川駅

新宿駅

中野駅

明大前

渋谷駅

原宿駅

目白駅

下北沢 六本木

自由が丘

武蔵小杉

有楽町駅

田町駅

浜松町駅

浅 草

東京都庁 

上野駅

神田駅

池袋駅
：当社開発物件
：開発中プロジェクト
：計画中プロジェクト

凡　例

東京オペラシティ東京オペラシティ

秋葉原UDX秋葉原UDX

シーバンスN館シーバンスN館

グランパークタワーグランパークタワー

12
3 4

5

6

7

8

アーバンネット大手町ビル
大手町ファーストスクエア
JAビル・経団連会館
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

アーバンネット大手町ビル
大手町ファーストスクエア
JAビル・経団連会館
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

① アーバンネット大手町ビル

所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都千代田区
9,361㎡
117,618㎡
地上 22 階地下 5 階
1990 年 6 月

③  JA ビル・経団連会館

所 在 地
土地面積

延床面積

規　　 模

竣　　 工

東京都千代田区
1,506㎡（当社所有持分、JA ビル・経
団連会館合計）
26,517㎡（当社所有持分、JA ビル・経
団連会館合計）
地上 37 階地下 3 階（JA ビル）、
地上 23 階地下 4 階（経団連会館）　
2009 年 4 月

② 大手町ファーストスクエア

所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模

竣　　 工

東京都千代田区
6,236㎡（当社所有持分）
54,284㎡（当社所有持分）
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）
1992 年 2 月（ウエストタワー）、
1997 年 5 月（イーストタワー）

④ 大手町フィナンシャルシティ
　ノースタワー

所 在 地
土地面積

延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都千代田区
約 14,100㎡（ノースタワー・サウスタ
ワー全体）
約 110,000㎡（ノースタワー全体）
地上 31 階地下 4 階　
2012 年 10 月

撮影：三輪晃久写真研究所

撮影：ナカサ アンド パートナーズ

主要物件一覧（東京都心 5 区）
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ＪＲ中央本線
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環七通り

羽田空港

秋葉原駅

東京駅

新橋駅

品川駅

新宿駅

中野駅

明大前

渋谷駅

原宿駅

目白駅

下北沢 六本木

自由が丘

武蔵小杉

有楽町駅

田町駅

浜松町駅

浅 草

東京都庁 

上野駅

神田駅

池袋駅
：当社開発物件
：開発中プロジェクト
：計画中プロジェクト

凡　例

東京オペラシティ東京オペラシティ

秋葉原UDX秋葉原UDX

シーバンスN館シーバンスN館

グランパークタワーグランパークタワー

12
3 4

5

6

7

8

アーバンネット大手町ビル
大手町ファーストスクエア
JAビル・経団連会館
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

アーバンネット大手町ビル
大手町ファーストスクエア
JAビル・経団連会館
大手町フィナンシャルシティ
ノースタワー

⑤ 秋葉原UDX

所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都千代田区
11,548㎡
155,629㎡
地上 22 階地下 3 階
2006 年 1 月

⑧ 東京オペラシティ
所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都新宿区
3,831㎡（当社所有持分）
33,086㎡（当社所有持分）
地上 54 階地下 4 階
1996 年 7 月

⑥ シーバンスN 館

所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都港区
13,144㎡
78,488㎡
地上 24 階地下 2 階
1991 年 1 月

⑦ グランパークタワー

所 在 地
土地面積
延床面積
規　　 模
竣　　 工

東京都港区
14,227㎡（タワー・ハイツ全体）
138,423㎡（タワー・ハイツ全体）
地上 34 階地下 4 階
1996 年 10 月

※ 連結子会社の特定目的会社（SPC）が所有する物件です。

撮影：フォワードストローク

撮影：門馬金昭写真事務所

撮影：三輪晃久写真研究所
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CSR（企業の社会的責任）活動への取り組み

地域の活性化
　2013 年 4 月、大阪駅北地区（うめきた）に、中核
施設「ナレッジキャピタル」をはじめ、緑と水にあふ
れた商業施設、国際水準ホテル・サービスレジデンス、
高規格オフィス、分譲住宅など、あらゆる都市機能を
備えた複合施設「グランフロント大阪」がオープンし
ました。
　開発ビジョンは『多様な人々や感動との出会いが新
しいアイディアを育むまち』。当社は、大阪はもとよ
り関西全体の発展を促進する再開発計画として多くの
期待と注目を集めてきたこのプロジェクトの構想段階
から参画し、共同事業を行う 11 社とともに新しい価
値を創造する街づくりを推進してきました。
　当社は、「グランフロント大阪」のホテルおよびサー
ビスレジデンスについて、関西初進出となる「インター
コンチネンタル ホテルズ＆リゾーツ」の誘致から設計・
施工の調整にいたるまでプロジェクト推進の中心的役
割を担いました。215 の客室と長期滞在にも対応でき
る 57 のサービスレジデンス室を備えた国際水準のホ
テルは、エリアのホスピタリティ性とにぎわいを高め、
2013 年 6 月の開業以来、多くの国内外のお客さまを
お迎えしています。
　今後も、街と地域に関わる皆さまとの真摯なコミュ
ニケーションを大切にし、アジア・世界へのゲートウェ
イとして豊かな未来生活を創出する街づくりに貢献し
ていきます。

NTT 都市開発グループの CSR
　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。

経営情報

右からタワー A、タワー B、タワー C（インターコンチネンタルホテル大阪）、
グランフロント大阪オーナーズタワー

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。

NTT 都市開発グループ CSR 基本方針
（2009 年 6 月改定）

「人」と「街」のハーモニー
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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め
ざして、CSR 活動の詳細について掲載しています。

● 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、当社のマネジ
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、東京およ
び名古屋で開催され
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。

環境への取り組み
　当社の「ウェリスコンセプト」が掲げる『環境創造』
を体現した新しいマンションが次々に誕生していま
す。賃貸マンションのアーバンエース五条公園パル（大
阪市天王寺区）では、自然を身近に感じる空間の創造
をコンセプトに、各住戸や共用部における自然通風を
促し、心地よさと省エネを同時に実現する独自の仕組
みをはじめ、太陽光発電により共用部の電力を賄うシ
ステム、立体緑化、四季を感じる植栽、透水性の舗装
などを採用。暮らしの中で自然に省エネ意識を育む「エ
ネルギーの見える化」も行い、「優しさ」を細部にま
で追求したエコ品質マンションとしています。
　関西エリアでは、（株）NTT ファシリティーズと（株）
エネットが連携して提供する「EnneVision（エネビジョ
ン）」を、ウェリス千里山ヒルズ（大阪府吹田市）、ウェ
リス舞子（神戸市垂水区）、ウェリス鶴見緑地（大阪市鶴
見区）の 3 物件で採用。分譲マンションでもご家庭での
省エネをサポートしています。さらにウェリス鶴見緑地
では、太陽光発電を導入したほか、電気自動車や電動機
付き自転車のシェアリングサービスも提供しています。
　また、当社が運営するサービス付き高齢者向け住宅、
ウェリスオリーブ新小岩（東京都葛飾区）では、カー

ボン・オフセットにより居
住 者 の 日 常 生 活 に お け る
CO2 排出量を実質ゼロとす
る取り組みを新たにスター
ト。豊かな暮らしに向けた

『理性品質』の住まいづく
りの一環として、幅広い環
境創造に努めています。

アーバンエース五条公園パル

個人投資家説明会

投資家との Harmony
「街」と「自然」のハーモニー

19



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
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株  主
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経営会議

子会社

リスクマネジメント
委員会

企業倫理
推進委員会

CSR
委員会
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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（2013 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。男性 14 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 27 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。男
性 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 25 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、2013 年 6 月 19 日現在の取締役会は取締役
14 名（うち社外取締役 2 名。男性 14 名）、監査役会
は監査役 4 名（うち社外監査役 4 名。男性 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、その後も内容
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、リスク管理の観点か
ら改正を加えるなど、社会情勢の変化に応じて柔軟に

◆ コーポレート・ガバナンス／ CSR 経営体制

コーポレート・ガバナンス
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内部統制システムを改善し、運用しています。当期に
は、リスクの洗い出し・評価のプロセスの一層の明確
化およびリスク管理の基本方針の策定のため、リスク
マネジメント委員会を設置したことから、2013 年 3
月 11 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「危機管理マニュ
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、社員向けの受付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」の運用など、
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 2 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。
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取締役会 監査役会

出席回数 出席率 出席回数 出席率

杉村取締役 20 回／ 20 回 100.0% ー ー

坂下監査役 27 回／ 27 回 100.0% 25 回／ 25 回 100.0%

榎本監査役 27 回／ 27 回 100.0% 25 回／ 25 回 100.0%

池川監査役 20 回／ 20 回 100.0% 18 回／ 18 回 100.0%

荻原監査役 注 26 回／ 27 回 96.3% 24 回／ 25 回 96.0%

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

区分
報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円）

支給人員数基本報酬 賞与

取締役 
( 社外取締役を除く ) 331 284 47 15

監査役 
( 社外監査役を除く ) ー ー ー ー

社外役員 59 59 ー 4

当期における取締役および監査役の報酬等の額

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、2012 年 6 月 19 日開催の第 27 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 8 名に対する使用人分賞与 26 百万円 
があります。

　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。
　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、内部統制システムの運用状
況を監査しています。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。

　市場がグローバル化し競争環境が激変する中で、企業経

営のあり方が強く問われる時代になりました。しかし、い

かなる環境下においても、社会に対する責任と貢献こそが

企業存続の要であることは普遍です。当社が社会にしっか

り根を張り、世界と未来に向かって限りなく成長し貢献し

続けるために、私自身もまた「社会の眼」「社会の声」となっ

て、当社のために責任と貢献を果たしていく所存です。

　当社監査役は、株主の皆さまの負託を受けた独立の機関とし

て、取締役の職務の執行を監査することにより、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監査の基本方針としています。

　今後とも、環境の変化や事業領域の変化に応じて、迅速か

つ適正な経営が遂行されるよう、経営側と密に意思疎通を図

りながら、職責を果たしていきます。

注 ．監査役の荻原健は 2013 年 6 月 18 日に辞任しました。

社外取締役

小松　章
常勤監査役

坂下　昭

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。

コーポレート・ガバナンス

社外取締役からのメッセージ 社外監査役からのメッセージ
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開発推進部長

経営企画部長
財務部担当
IT イノベーション部
担当

住宅事業部長

〔独立役員〕

相談役

開発推進部次長
開発推進部資産活用
戦略室長

ビル戦略担当
ＣＳＲ担当

ビル事業本部長

不動産投資推進部担当
東海支店担当
北海道支店担当

〔独立役員〕 

商業事業推進部長
開発推進部次長
開発推進部グローバル 
ビジネス室長
中国支店担当
九州支店担当

総務部長

関西支店長

〔独立役員〕

注 1．取締役のうち小松章および杉村豊誠は、社外取締役です。
2．監査役の坂下昭、榎本晶夫、池川博士および廣井孝史は、社外監査役です。
3．当社は、社外取締役小松章、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。

常勤監査役 監査役

常務取締役

取締役

代表取締役社長 代表取締役副社長

坂下　昭 注 2

柳田　優

篠田　智

西村　善治

北村　明義 三ツ村　正規

榎本　晶夫 注 2,3

伊藤　隆規

長谷川　和弘

小松　章 注 1,3

池川　博士 注 2,3

楠本　正幸中原　志郎

塩川　完也

杉村　豊誠 注 1

廣井　孝史 注 2

津島　隆一

牧　貞夫

役員一覧（2013 年 7 月 1 日現在）
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財務情報

主要財務データ

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。

（単位：百万円）

2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3

会計年度：

営業収益 ¥96,188 ¥110,833 ¥128,215 ¥138,206 ¥144,277 ¥149,224 ¥145,693 ¥136,842 ¥163,168 

営業利益 17,335 21,716 25,091 28,718 25,244 16,129 24,324 25,365 27,401 

当期純利益 7,182 11,401 12,995 14,758 15,989 6,116 9,307 15,586 12,073 

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,572 22,243 (5,076) 5,700 (12,091) 35,168 40,417 3,704 48,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー (27,812) (45,157) (32,995) (77,893) (57,397) 6,695 (28,257) (23,033) (39,885)

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,081 32,214 20,823 85,038 63,079 (30,028) (14,641) 12,650 (6,660)

フリー・キャッシュ・フロー (3,240) (22,913) (38,072) (72,192) (69,488) 41,863 12,159 (19,329) 8,203 

投資額 26,070 54,622 48,595 93,367 75,638 24,714 29,925 28,807 46,856 

減価償却費 23,865 23,828 23,657 23,246 25,762 25,520 23,388 24,765 23,766 

EBITDA 41,200 45,544 48,748 51,964 51,006 41,649 47,713 50,130 51,168 

会計年度末：

総資産 480,228 543,792 581,848 900,325 936,650 916,725 910,492 928,537 941,050 

純資産 ― ― 125,169 177,969 183,593 185,537 190,783 203,727 213,835 

自己資本 109,009 115,696 125,091 136,395 148,150 150,232 155,534 166,012 176,221 

有利子負債 231,784 268,942 293,069 451,849 521,070 496,682 487,780 505,805 505,993 

経営指標：

純収入（NOI) 45,887 47,237 50,504 52,748 64,277 61,480 56,722 54,318 56,397 

自己資本当期純利益率（ROE）（％） 9.2 10.1 10.8 11.3 11.2 4.1 6.1 9.7 7.1

自己資本比率（％） 22.7 21.3 21.5 15.1 15.8 16.4 17.1 17.9 18.7

自己資本配当率（DOE）（％） 4.2 2.9 2.7 3.0 2.8 2.6 2.6 2.9 3.1

配当性向（%） 42.3 29.1 25.3 26.8 24.7 64.6 42.4 29.6 43.6

ネット D/E レシオ（倍） 2.03 2.16 2.32 2.44 2.78 2.55 2.45 2.42 2.30 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.5 6.9 ― 1.2 ― 4.3 5.1 0.5 6.2

ネット有利子負債 /EBITDA 倍率（倍） 5.38 5.48 5.97 8.36 10.00 11.38 9.81 9.84 9.60 

（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 ¥53,543.11 

当期純利益 ¥2,454.30 ¥3,440.21 3,948.64 4,484.09 4,858.34 1,858.48 2,827.98 4,735.67 3,668.47 

配当金 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 1,600 
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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）
・ EBITDA ＝ 営業利益 ＋ 減価償却費
・ 自己資本 ＝ 純資産 － 新株予約権 － 少数株主持分
・ 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）
・ 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）
・ 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）
・ 配当性向 ＝ 1 株当たり配当金（年額） ÷ 1 株当たり当期純利益
・ ネット D/E レシオ ＝ （ネット有利子負債 － 現金及び現金同等物 － 預入れ期間が 3 ヶ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）
・ ネット有利子負債 /EBITDA 倍率 ＝ ネット有利子負債（有利子負債 － 現金及び現金同等物 － 預入れ期間が 3 ヶ月を超える定期預金）÷EBITDA（営業利益  +  減価償却費）
・ 1 株当たり当期純利益 ＝ 当期純利益 ÷ 発行済株式数

（単位：百万円）

2005.3 2006.3 2007.3 2008.3 2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3

会計年度：

営業収益 ¥96,188 ¥110,833 ¥128,215 ¥138,206 ¥144,277 ¥149,224 ¥145,693 ¥136,842 ¥163,168 

営業利益 17,335 21,716 25,091 28,718 25,244 16,129 24,324 25,365 27,401 

当期純利益 7,182 11,401 12,995 14,758 15,989 6,116 9,307 15,586 12,073 

営業活動によるキャッシュ・フロー 24,572 22,243 (5,076) 5,700 (12,091) 35,168 40,417 3,704 48,089 

投資活動によるキャッシュ・フロー (27,812) (45,157) (32,995) (77,893) (57,397) 6,695 (28,257) (23,033) (39,885)

財務活動によるキャッシュ・フロー 7,081 32,214 20,823 85,038 63,079 (30,028) (14,641) 12,650 (6,660)

フリー・キャッシュ・フロー (3,240) (22,913) (38,072) (72,192) (69,488) 41,863 12,159 (19,329) 8,203 

投資額 26,070 54,622 48,595 93,367 75,638 24,714 29,925 28,807 46,856 

減価償却費 23,865 23,828 23,657 23,246 25,762 25,520 23,388 24,765 23,766 

EBITDA 41,200 45,544 48,748 51,964 51,006 41,649 47,713 50,130 51,168 

会計年度末：

総資産 480,228 543,792 581,848 900,325 936,650 916,725 910,492 928,537 941,050 

純資産 ― ― 125,169 177,969 183,593 185,537 190,783 203,727 213,835 

自己資本 109,009 115,696 125,091 136,395 148,150 150,232 155,534 166,012 176,221 

有利子負債 231,784 268,942 293,069 451,849 521,070 496,682 487,780 505,805 505,993 

経営指標：

純収入（NOI) 45,887 47,237 50,504 52,748 64,277 61,480 56,722 54,318 56,397 

自己資本当期純利益率（ROE）（％） 9.2 10.1 10.8 11.3 11.2 4.1 6.1 9.7 7.1

自己資本比率（％） 22.7 21.3 21.5 15.1 15.8 16.4 17.1 17.9 18.7

自己資本配当率（DOE）（％） 4.2 2.9 2.7 3.0 2.8 2.6 2.6 2.9 3.1

配当性向（%） 42.3 29.1 25.3 26.8 24.7 64.6 42.4 29.6 43.6

ネット D/E レシオ（倍） 2.03 2.16 2.32 2.44 2.78 2.55 2.45 2.42 2.30 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.5 6.9 ― 1.2 ― 4.3 5.1 0.5 6.2

ネット有利子負債 /EBITDA 倍率（倍） 5.38 5.48 5.97 8.36 10.00 11.38 9.81 9.84 9.60 

（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 ¥53,543.11 

当期純利益 ¥2,454.30 ¥3,440.21 3,948.64 4,484.09 4,858.34 1,858.48 2,827.98 4,735.67 3,668.47 

配当金 1,000 1,000 1,000 1,200 1,200 1,200 1,200 1,400 1,600 
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不動産賃貸事業

分譲事業

（単位：百万円）

2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3
営業収益 144,277 149,224 145,693 136,842 163,168
　不動産賃貸事業 99,928 98,092 92,608 91,069 94,509
　分譲事業 32,688 41,643 41,725 28,484 54,939
　その他 16,624 14,553 16,383 23,223 18,930
　消去 （4,963） (5,064) (5,022) (5,934) (5,209)
営業利益 25,244 16,129 24,324 25,365 27,401
　不動産賃貸事業 35,560 31,521 29,226 27,482 29,216
　分譲事業 (6,018) (10,498) 533 1,374 2,914
　その他 1,500 1,358 1,212 3,090 1,580
　消去又は全社 (5,798) (6,252) (6,647) (6,583) (6,310)
営業利益率（％） 17.5 10.8 16.7 18.5 16.8
　不動産賃貸事業（％） 35.6 32.1 31.6 30.2 30.9
　分譲事業（％） (18.4) (25.2) 1.3 4.8 5.3
　その他（％） 9.0 9.3 7.4 13.3 8.3

・都心５区 ＝ 千代田区、中央区、港区、渋谷区および新宿区
・首都圏 ＝ 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
・引渡戸数および完成在庫について、共同事業物件は、当社事業割合に応じた戸数を記載し、小数点以下は切り捨てで表示しています。
・その他は、マンションの一棟売却などによるものです。

指標計算式
・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）

営業収益 32,688 41,643 41,725 28,484 54,939
マンション
　営業収益 24,846 30,677 31,627 22,392 47,372
　　首都圏 14,731 15,959 22,948 16,330 27,979
　　その他の地域 10,114 14,718 8,678 6,062 19,392
　引渡戸数（戸） 563 843 717 458 1,052
　　首都圏（戸） 342 421 463 351 564
　　その他の地域（戸） 221 422 253 107 488
　完成在庫（戸） 335 267 91 99 207
宅地分譲等
　営業収益 7,842 9,040 7,785 4,099 6,618
　引渡数（戸・区画） 387 254 326 48 63
　完成在庫（戸・区画） 91 42 27 14 37
その他
　営業収益 ― 1,925 2,312 1,993 948
　引渡数（戸・区画） ― 2 1 1 1

営業収益 99,928 98,092 92,608 91,069 94,509
　オフィス・商業 91,927 90,758 85,807 84,713 88,621
　住宅・その他 8,000 7,333 6,800 6,356 5,887
貸付可能面積（オフィス・商業）（㎡） 1,154,905 1,138,997 1,149,628 1,168,526 1,199,215
全国空室率（％） 3.1 6.4 5.7 5.4 6.5
　都心５区（％） 2.8 6.5 3.6 2.0 4.0
全国ＮＯＩ 64,277 61,480 56,722 54,318 56,397
　都心５区 34,673 33,445 31,305 29,907 29,121
　首都圏（都心５区を除く） 6,365 6,144 4,289 4,153 4,059
　その他の地域 23,238 21,891 21,128 20,257 23,216
賃貸等不動産時価 ― ― 1,180,817 1,155,467 1,159,902
賃貸等不動産簿価 ― ― 737,113 743,939 758,300

（単位：百万円）

（単位：百万円）

セグメント情報
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1. 経営成績の分析
　当期におけるわが国経済は、弱い動きが続いていましたが、

持ち直しの動きが見られました。先行きにつきましては、海

外景気の下振れ影響などにより、下押しされるリスクが存在

していますが、円高の是正に伴う輸出環境の改善や金融政

策、財政政策の効果等を背景とした景気回復が期待されて

います。

　賃貸オフィス市場におきましては、空室率は緩やかながら

も改善基調となり、また、賃料相場は下げ止まりが見られま

した。マンション分譲市場におきましては、低金利等に支え

られ、消費者の購入意欲は堅調に推移しました。

　また、2013 年１月１日時点の地価公示におきましては、

全国的に地価の下落が続いているものの、下落率が縮小し、

一部地域においては回復傾向も見られました。

　こうした事業環境の中、当社グループは、オフィスビルの

新規竣工や分譲マンションの引渡戸数の増加等を通じた収益

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。また、当社の英国現地法人を通じて、英

国ロンドン市のオフィスビル「20 Finsbury Circus」を取得

するなど、海外事業の推進にも努めました。

　 以 上 の 結 果、 当 期 に お け る 経 営 成 績 は、 営 業 収 益 は

163,168 百万円（前期比 26,325 百万円増、19.2％増）、営

業利益は 27,401 百万円（同 2,036 百万円増、8.0％増）、経

常利益は 22,016 百万円（同 2,787 百万円増、14.5％増）と

なりました。また、当期純利益は 12,073 百万円（同 3,512

百万円減、22.5％減）となりました。これは、法人税率見直

しに関連する法律が公布された影響により、前期においては、

当期純利益が増加していたことなどによります。

（1）営業収益
　営業収益は 163,168 百万円（前期比 26,325 百万円増、

19.2％増）となりました。これは主に、分譲事業において、

分譲マンションの引渡戸数が増加したことによるものです。

（2）営業総利益
　営業原価は 117,163 百万円（前期比 20,730 百万円増、

21.5％増）となりました。これは主に、分譲事業において、

分譲マンションの引渡戸数が増加したことなどによるもの

です。

　以上の結果、営業総利益は 46,004 百万円（同 5,595 百万

円増、13.9％増）となりました。

（3）営業利益
　販売費及び一般管理費は 18,603 百万円（前期比 3,559

百万円増、23.7％増）となりました。これは主に、分譲マン

ションの引渡戸数が増加したことによる広告宣伝費等販売費

の増加によるものです。

　以上の結果、営業利益は 27,401 百万円（同 2,036 百万円増、

8.0％増）となりました。

（4）経常利益
　経常利益は、営業利益の増加、支払利息の減少などにより、
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22,016 百万円（前期比 2,787 百万円増、14.5％増）となり

ました。

（5）税金等調整前当期純利益
　特別利益は 389 百万円（前期比 329 百万円増、549.4% 増）

となりましたが、これは、固定資産売却益 389 百万円を計上

したことによります。

　特別損失は 3,436 百万円（同 572 百万円増、20.0％増）

となりました。これは主に、前期において災害による損失

323 百万円を計上したものの、当期において減損損失 800

百万円を計上したことによります。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は 18,969 百万円（同

2,544 百万円増、15.5％増）となりました。

（6）当期純利益
　当期純利益は 12,073 百万円（前期比 3,512 百万円減、

22.5％減）となりました。これは主に、法人税率見直しに関

連する法律が公布された影響により、前期において当期純利

益が増加していたことによります。

（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きましては、既存物

件の賃料収入の減少等の影響があったものの、アーバン

ネット天神ビル（福岡県福岡市）等の前期に竣工した物

件および新たに竣工した物件の賃料収入等による収益の

確保に取り組んでまいりました。また、当期においては、

英国ロンドン市のオフィスビルの売却収入および違約金

収入の計上を行っています。

　一方、新規ビルの開発事業につきましては、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）、「レ

ソラ サウステラス」（福岡県福岡市）、（仮称）目白２丁

目プロジェクト（東京都豊島区）等が進行中です。

　なお、当期においては、アーバンネット神田ビル（東

京都千代田区）、「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）、グランフロント大阪（大阪府

大阪市）等が竣工しました。

　以上の結果、当期における不動産賃貸事業の営業収益

は 94,509 百万円（前期比 3,439 百万円増、3.8％増）、

営業費用は 65,293 百万円（同 1,706 百万円増、2.7％増）、

営業利益は 29,216 百万円（同 1,733 百万円増、6.3％増）

となりました。
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NOI
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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 につきま

しては、全国では 56,397 百万円（前期比 2,079 百万円増、

3.8％増）となりました。首都圏においては、既存ビル

の減収等により NOI は減少し、33,180 百万円（同 880

百万円減、2.6％減）となりました。海外を含むその他の

地域においては、アーバンネット天神ビル（福岡県福岡市）

等の前期に竣工した物件および英国ロンドン市のオフィ

スビルの売却等により、23,216 百万円（同 2,959 百万

円増、14.6％増）となりました。

 ・都心 5 区  ＝  千代田区、中央区、港区、渋谷区および新宿区
 ・ 首都圏（都心 5 区を除く） ＝  都心 5 区を除く東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、

茨城県、群馬県および栃木県

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額および時価

（単位：百万円）
2012.3 2013.3

エリア区分 合計 合計オフィス 
・商業

住宅・ 
その他

オフィス 
・商業

住宅・ 
その他

都心 5 区
34,061

28,745
1,938 33,180

28,007
1,779首都圏 

（都心 5 区を除く） 3,376 3,393

その他の地域 20,257 17,579 2,677 23,216 20,858 2,358

合計 54,318 49,702 4,615 56,397 52,259 4,137

※ 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）

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（28,002 百万円）であり、
主な減少要因は販売用不動産および仕掛販売用不動産への振替（5,378 百万
円）、不動産売却（3,381 百万円）および減損損失（800 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。

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額
2013.3

 期末の時価2013.3 
期首残高

2013.3
 増減額

2013.3
 期末残高

743,939 14,360 758,300 1,159,902
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分譲事業　営業収益

分譲事業における種類別・地域別の営業収益状況

その他の事業　営業収益

区　分
2012.3 2013.3

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 351 16,330 564 27,979
その他の地域 107 6,062 488 19,392

完成在庫 99 ― 207 ―
宅地分譲等

引渡数 首都圏 6 281 6 4,195
その他の地域 42 3,817 57 2,423

完成在庫 14 ― 37 ―
マンション
宅地分譲合計

引渡数 首都圏 357 16,611 570 32,175
その他の地域 149 9,879 545 21,815

完成在庫 113 ― 244 ―
その他

引渡数 首都圏 ― ― 1 948
その他の地域 1 1,993 ― ―

完成在庫 ― ― ― ―
総合計（収益） ― 28,484 ― 54,939

2009 2010 2011 2012 2013（3月期）

54,939

(百万円)

0

12,000

24,000

36,000

48,000

60,000

2009 2010 2011 2012 2013（3月期）

(百万円)

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

18,930

分譲事業
　当期における分譲事業につきましては、「WELLITH

（ウェリス）」ブランドの確立に取り組み、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。

　マンション分譲につきましては、ウェリス上野池之端

（東京都台東区）、ウェリス宮前平（神奈川県川崎市）、ウェ

リス六甲篠原（兵庫県神戸市）、ウェリス持田レジデンス

（愛媛県松山市）等 1,052 戸の引渡しを行い、マンショ

ン分譲事業開始以降初めて年間引渡し 1,000 戸を突破す

ることができました。また、当期には、新たにウェリス

有栖川（東京都港区）、ウェリスタワー愛宕虎ノ門（東京

都港区）、ウェリス稲毛（千葉県千葉市）等の販売を開始

しました。宅地・戸建分譲につきましては、ウェリスコー

ト北小金（千葉県松戸市）等の引渡しを行いました。

　以上の結果、当期における分譲事業につきまして

は、マンションの引渡戸数の増加等により、営業収益

は 54,939 百 万 円（ 前 期 比 26,454 百 万 円 増、92.9 ％

増）、営業費用は 52,024 百万円（同 24,914 百万円増、

91.9％増）、営業利益は 2,914 百万円（同 1,539 百万円増、

112.0％増）となりました。

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 12 戸、当期は 30 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
2 区画、当期は 5 区画含まれています。

　3. 前期の宅地分譲等の引渡数のうち、6 件
（2,764 百万円）、当期の宅地分譲等の引渡
数のうち、2 件（5,276 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。
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総資産 純資産

2009 2010 2011 2012 2013（3月期）

(百万円)

0

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000
941,050

2009 2010 2011 2012 2013（3月期）

213,835

(百万円)

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

その他の事業
　当期におけるその他の事業につきましては、工事進行

基準を適用している「大手町フィナンシャルシティ ノー

スタワー」の竣工が期中であったため、工事進捗に伴う

収益計上が前期と比べ小さかったことなどにより、営業

収益は 18,930 百万円（前期比 4,293 百万円減、18.5％減）、

営業費用は 17,349 百万円（同 2,783 百万円減、13.8％減）、

営業利益は 1,580 百万円（同 1,510 百万円減、48.9％減）

となりました。

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 941,050 百万円（前期末比 12,513 百万円

増）となりました。

　流動資産は 131,843 百万円（同 1,901 百万円増）とな

りました。これは、現金及び預金の増加 2,223 百万円等

によるものです。

　固定資産は 809,207 百万円（同 10,612 百万円増）と

なりました。これは、建物及び構築物（純額）の増加

14,980 百万円、土地の増加 7,768 百万円、建設仮勘定

の減少 10,491 百万円等によるものです。

●負債
　負債の部は 727,215 百万円（前期末比 2,405 百万円増）

となりました。

　 流 動 負 債 は 177,439 百 万 円（ 同 88,711 百 万 円 増 ）

となりました。これは、１年内償還予定の社債の増加

60,512 百万円、短期借入金の増加 10,321 百万円、１年

内返済予定の長期借入金の増加 7,329 百万円等によるも

のです。

　固定負債は 549,775 百万円（同 86,306 百万円減）と

なりました。これは、社債の減少 52,119 百万円、長期

借入金の減少 25,856 百万円等によるものです。

　なお、当期末における有利子負債は、505,993 百万円（同

187 百万円増）となりました。

● 純資産
　純資産の部は 213,835 百万円（前期末比 10,108 百万円

増）となりました。これは主に、当期純利益 12,073 百万円、

配当金の支払 4,936 百万円等によるものです。
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（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 1,848 百万円増加し、12,809 百万円となりまし

た。なお、当期におけるフリー・キャッシュ・フローは前期よ

り 27,533 百万円増加し、8,203 百万円のプラスとなりました。

● 営業活動によるキャッシュ・フロー
　当社グループの営業活動によるキャッシュ・フローは、

分譲事業の用地仕入れの影響等により変動しやすい状況

にありますが、当期は、前期より 44,384 百万円増加し、

48,089 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 18,969 百万円、減価償却費 23,766

百万円、たな卸資産の減少 13,208 百万円等による資金

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

16,851 百万円減少し、39,885 百万円の減少となりまし

た。これは主に、有形固定資産の売却による収入 3,228

百万円等による資金の増加に対して、有形固定資産の取

得による支出 40,689 百万円等による資金の減少があっ

たことによるものです。

●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

19,311 百万円減少し、6,660 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 29,793 百万円、

社債の発行による収入 10,000 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 48,712 百万円、

配当金の支払額 4,936 百万円等による資金の減少があっ

たことによるものです。

（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。

● 配当政策
　当社における利益配分につきましては、不動産事業は長

期的な視点に立った事業運営を行うことを基本とすること

から、長期かつ安定的な利益還元に努めるとともに、将来

減価償却費
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経営者による経営成績および財政状況等の分析

※ 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

（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+
（2013 年 3 月 31 日現在）
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投資額

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、当期の利益水準や中長期的な事

業動向等を勘案するとともに、新たに策定した 2013 年度

をスタートとする「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長を

めざして～」における株主重視経営の一環として、１株当

たり年間配当を 200 円増額して 1,600 円とすることとし

ました。当期の中間配当については１株当たり 700 円を

実施済みであることから、当期の期末配当は１株当たり

900 円としました。

　また当社は、2013 年 10 月１日を効力発生日として、

2013 年９月 30 日を基準日とした当社普通株式の分割を１

株につき 100 株の割合で実施すると同時に、単元株式数を

100 株とする単元株式制度を採用します。

　2014 年３月期の配当につきましては、中間配当は株式

分割前の数値で計算し、１株当たり 800 円、期末配当は株

式分割後の数値で計算し、1 株当たり８円（株式分割前の

数値で計算すると１株当たり 800 円）の配当の実施を予定

しており、実質的に 2013 年３月期の配当（年間配当 1 株

当たり 1,600 円）と同水準の配当を予定しています。

　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です。

　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。

　不動産賃貸事業における主な設備投資は、「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）10,626 百万

円、グランフロント大阪（大阪府大阪市）7,876 百万円、「20 

Finsbury Circus」（英国ロンドン市）5,762 百万円（45 百万

英ポンド）、リニューアル投資 12,574 百万円です。

　なお、その他の投資として、投資有価証券 465 百万円を取

得し、全体の投資額は 46,856 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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その他の事業 160
計 46,299
全社 90
合　計  46,390
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5. 事業上のリスク
　以下において、当社グループの国内外における事業展開上

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、2013 年 6 月 19 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

56.1% 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、今後の国内外の経済および金融情勢

の変化等により当社グループが保有する資産の価値が下

落した場合には、評価損の発生により当社グループの業

績に影響が生じる可能性があります。
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④有利子負債残高の影響
　当期末の連結有利子負債残高 505,993 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。

⑤不動産関連法規およびその他の法令等の制改定に
　関するリスク
　当社グループは、不動産関連法規・個人情報保護法お

よびその他の法令などの規制を受けており、今後、これ

らの法令など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。

⑥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。

2012.3 2013.3

総資産額（百万円） 928,537 941,050

有利子負債額（百万円） 505,805 505,993

有利子負債額／総資産額（%） 54.5 53.8

営業収益（百万円） 136,842 163,168

支払利息（百万円） 7,938 7,665

支払利息／営業収益（%） 5.8 4.7
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（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、感染症、火災、

事故やテロなどにより、保有している賃貸用建物に毀損、

滅失または劣化するなどの被害が発生したり、当社グルー

プの事業運営が困難となる事態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
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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。

　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。

（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、2013 年 6 月

19 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。

2012.3 2013.3

不動産賃貸事業収益（百万円） 83,603 82,208

NTT グループからの収益（百万円） 26,600 26,341

NTT グループからの収益／
不動産賃貸事業収益（%） 32.2 32.0

不動産賃貸事業（単体）における NTT グループとの取引
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（単位：百万円）

2012.3 2013.3
資産の部

流動資産

現金及び預金 ¥　  9,924  ¥　12,148

受取手形及び営業未収入金 15,480 13,786

販売用不動産 14,854 21,706

仕掛販売用不動産 78,843 65,576

未成工事支出金 448 346

原材料及び貯蔵品 60 55

リース投資資産 3,172 3,617

預け金 1,745 1,370

繰延税金資産 427 1,141

その他 4,983 12,094

貸倒引当金 (1) (0)

流動資産合計 129,941 131,843

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 692,937 719,274

減価償却累計額 (368,740) (380,097)

建物及び構築物（純額） 324,196 339,176

機械装置及び運搬具 13,766 14,027

減価償却累計額 (11,727) (11,896)

機械装置及び運搬具（純額） 2,039 2,131

土地 401,361 409,130

リース資産 512 399

減価償却累計額 (356) (265)

リース資産（純額） 156 134

建設仮勘定 17,503 7,012

その他 15,603 16,136

減価償却累計額 (12,097) (12,815)

その他（純額） 3,505 3,321

有形固定資産合計 748,763 760,907

無形固定資産 4,562 5,756

投資その他の資産

投資有価証券 20,656 19,056

長期前払費用 17,308 16,765

繰延税金資産 397 422

その他 6,906 6,299

投資その他の資産合計 45,269 42,544

固定資産合計 798,595 809,207

資産合計 ¥ 928,537 ¥ 941,050

連結貸借対照表
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（単位：百万円）

2012.3 2013.3

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 ¥   13,175 ¥   10,742

短期借入金 ― 10,321

リース債務 68 45

1 年内返済予定の長期借入金 48,712 56,041

1 年内償還予定の社債 1,611 62,123

未払法人税等 458 3,351

繰延税金負債 ― 316

その他 24,699 34,495

流動負債合計 88,727 177,439

固定負債

社債 137,091 84,971

長期借入金 318,389 292,533

リース債務 151 133

受入敷金保証金 82,437 74,628

負ののれん 28,402 26,617

繰延税金負債 60,305 61,116

退職給付引当金 6,026 6,388

役員退職慰労引当金 105 102

資産除去債務 3,044 3,172

その他 128 110

固定負債合計 636,082 549,775

負債合計 724,810 727,215

純資産の部

株主資本

資本金 48,760 48,760

資本剰余金 34,109 34,109

利益剰余金 84,265 91,402

株主資本合計 167,135 174,272

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 98 1,131

為替換算調整勘定 (1,221) 817

その他の包括利益累計額合計 (1,122) 1,948

少数株主持分 37,714 37,614

純資産合計 203,727 213,835

負債純資産合計 ¥928,537 ¥941,050
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（単位：百万円）

（連結損益計算書） 2012.3 2013.3
営業収益 ¥136,842 ¥163,168
営業原価 96,433 117,163
営業総利益 40,409 46,004
販売費及び一般管理費 15,043 18,603
営業利益 25,365 27,401
営業外収益
　受取利息 61 79
　受取配当金 63 85
　受取分担金 123 249
　固定資産受贈益 0 1
　負ののれん償却額 1,926 1,926
　持分法による投資利益 77 82
　その他 68 76
　営業外収益合計 2,321 2,500
営業外費用
    支払利息 7,938 7,665
    その他 518 220
    営業外費用合計 8,457 7,885
経常利益 19,229 22,016
特別利益
    固定資産売却益 ― 389
    瑕疵担保損失引当金戻入益 60 ―
    特別利益合計 60 389
特別損失
    固定資産売却損 216 508
    固定資産除却損 2,319 2,119
    減損損失 ― 800
    災害による損失 323 ―
    その他 5 8
    特別損失合計 2,863 3,436
税金等調整前当期純利益 16,425 18,969
法人税、住民税及び事業税 3,991 5,747
法人税等調整額 (6,942) (202)
法人税等合計 (2,951) 5,544
少数株主損益調整前当期純利益 19,376 13,425
少数株主利益 3,790 1,351
当期純利益 ¥   15,586 ¥   12,073

（単位：百万円）

（連結包括利益計算書） 2012.3 2013.3
少数株主損益調整前当期純利益 ¥   19,376 ¥   13,425
その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 (165) 1,022
    為替換算調整勘定 (1,000) 2,039
    その他の包括利益合計 (1,166) 3,062
包括利益 18,209 16,487
  （内訳）
   親会社株主に係る包括利益 14,427 15,145
   少数株主に係る包括利益 ¥     3,782 ¥     1,341

連結損益計算書および連結包括利益計算書
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連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円）

2012.3 2013.3

株主資本

　資本金

　　当期首残高    ¥   48,760 ¥   48,760

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 48,760 48,760

　資本剰余金

　　当期首残高 34,109 34,109

　　当期変動額

　　　当期変動額合計 ― ―

　　当期末残高 34,109 34,109

　利益剰余金

　　当期首残高 72,628 84,265

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 (1,974) (2,632)

　　　中間配当 (1,974) (2,303)

　　　当期純利益 15,586 12,073

　　　当期変動額合計 11,636 7,136

　　当期末残高 84,265 91,402

　株主資本合計

　　当期首残高 155,498 167,135

　　当期変動額

　　　剰余金の配当 (1,974) (2,632)

　　　中間配当 (1,974) (2,303)

　　　当期純利益 15,586 12,073

　　　当期変動額合計 11,636 7,136

　　当期末残高 ¥167,135 ¥174,272

（単位：百万円）

2012.3 2013.3

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 ¥        257  ¥          98

　　当期変動額 　

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） (158) 1,032

　　　当期変動額合計 (158) 1,032

　　当期末残高 98 1,131

　為替換算調整勘定

　　当期首残高 (221) (1,221)

　　当期変動額 　 　

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） (1,000) 2,039

　　　当期変動額合計 (1,000) 2,039

　　当期末残高 (1,221) 817

　その他の包括利益累計額合計

　　当期首残高 36 (1,122)

　　当期変動額 　 　

　　　株主資本以外の項目の
　　　当期変動額（純額） (1,158) 3,071

　　　当期変動額合計 (1,158) 3,071

　　当期末残高 (1,122) 1,948

少数株主持分

　当期首残高 35,248 37,714

　当期変動額 　 　

　　株主資本以外の項目の
　　当期変動額（純額） 2,466 (100)

　　当期変動額合計 2,466 (100)

　当期末残高 37,714 37,614

純資産合計

　当期首残高 190,783 203,727

　当期変動額 　 　

　　剰余金の配当 (1,974) (2,632)

　　中間配当 (1,974) (2,303)

　　当期純利益 15,586 12,073

　　株主資本以外の項目の
　　当期変動額（純額） 1,307 2,971

　　当期変動額合計 12,944 10,108

　当期末残高  ¥203,727 ¥213,835
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（単位：百万円）

2012.3 2013.3
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 ¥   16,425 ¥   18,969
　減価償却費 24,765 23,766
　災害による損失 323 ―
　負ののれん償却額 (1,926) (1,926)
　減損損失 ― 800
　のれん償却額 141 141
　貸倒引当金の増減額［（　）は減少］ (2) (0)
　退職給付引当金の増減額［（　）は減少］ 136 362
　受取利息及び受取配当金 (125) (164)
　支払利息 7,938 7,665
　持分法による投資損益［（　）は益］ (77) (82)
　固定資産売却益 ― (389)
　固定資産除却損 2,319 2,119
　固定資産売却損 216 508
　リース投資資産の増減額［（　）は増加］ (778) (444)
　売上債権の増減額［（　）は増加］ (9,032) 1,702
　たな卸資産の増減額［（　）は増加］ (14,306) 13,208
　仕入債務の増減額［（　）は減少］ 5,092 (2,433)
　受入敷金保証金の増減額［（　）は減少］ (6,196) (3,691)
　その他 (4,091) (1,629)
　小計 20,822 58,483
　利息及び配当金の受取額 161 189
　利息の支払額 (8,028) (7,804)
　法人税等の支払額 (9,250) (2,779)
　営業活動によるキャッシュ・フロー 3,704 48,089
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 (24,305) (40,689)
　有形固定資産の売却による収入 681 3,228
　投資有価証券の取得による支出 (13) (465)
　投資有価証券の払戻による収入 1,052 ―
　その他 (447) (1,958)
　投資活動によるキャッシュ・フロー (23,033) (39,885)
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］ ― 10,321
　長期借入れによる収入 72,000 29,793
　長期借入金の返済による支出 (67,360) (48,712)
　社債の発行による収入 14,993 10,000
　社債の償還による支出 (1,611) (1,611)
　配当金の支払額 (3,949) (4,936)
　少数株主への配当金の支払額 (1,316) (1,441)
　その他 (104) (72)
　財務活動によるキャッシュ・フロー 12,650 (6,660)
現金及び現金同等物に係る換算差額 (375) 305
現金及び現金同等物の増減額［（　）は減少］ (7,054) 1,848
現金及び現金同等物の期首残高 18,015 10,960
現金及び現金同等物の期末残高 ¥   10,960 ¥   12,809

連結キャッシュ・フロー計算書
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関係会社の状況／支店ネットワーク

支店ネットワーク

持分法適用関連会社

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

（株）ディ・エイチ・シー・東京 東京都港区 200 50.0 グランパークへの冷暖房供給

東京オペラシティ熱供給（株） 東京都新宿区 980 36.2 東京オペラシティ等への冷暖房供給

（株）晴海四丁目まちづくり企画 東京都中央区 50 36.0 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

335 GRICES ROAD PTY LTD 豪州メルボルン市 豪ドル
1 50.0 住宅用宅地の開発および販売

コーポレートデータ

〒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

〒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

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

〒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

〒460-0003
愛知県名古屋市中区錦 1-10-20

アーバンネット伏見ビル
TEL （052）232-1011　FAX （052）232-1012

関係会社の状況（2013 年 3 月 31 日現在）

連結子会社
資本金

（百万円）
議決権などの
所有割合（％） 事業内容

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

（株）大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 50 56.5 大手町ファーストスクエアの建物およびその敷地の
管理

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

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

デイ・ナイト（株） 東京都千代田区 40 100.0 飲食店、ホールおよびカンファレンス等の運営

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

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

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 秋葉原ＵＤＸの開発・保有

UD EUROPE LIMITED 英国ロンドン市 英ポンド
200 100.0 英国における不動産への投資および運用

プレミア・リート・アドバイザーズ（株） 東京都港区 300 53.1 金融商品取引法に基づく投資運用業

UD AUSTRALIA PTY LIMITED 豪州メルボルン市 豪ドル
17,000,000 100.0 豪州における不動産への投資および運用

注 1. デイ・ナイト（株）は、2013 年 2 月 1 日付で、ディ・エヌ・フード（株）から社名変更しました。
2. 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。

関西支店

東海支店

中国支店

九州支店

東海
エリア

北海道支店北海道
エリア

中国
エリア

九州
エリア

北陸・関西
四国

エリア
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沿革

経営情報 物件竣工情報
5 月  「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長をめざして～」策定 2013 ●　3 月「 グランフロント大阪」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 2012 ● 10 月
●　7 月

「 大手町フィナンシャルシティ ノースタワー」竣工
 「 アーバンネット神田ビル」竣工

11 月
3 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 
不動産ファンド「NU-7 ファンド」運用開始 2011

●　9 月
●　8 月
●　6 月

「UD 中洲ビル」竣工
「アーバンネット天神ビル」竣工
「アーバンネット内本町ビル」竣工

5 月
5 月

3 月

「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2012」策定
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
不動産ファンド「NU-6 ファンド」運用開始

2010
● 10 月
●　4 月

「アーバンネット四条烏丸ビル」竣工
サービス付き高齢者向け住宅物件「ウェリス オリーブ新小岩」竣工

11 月
3 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
不動産ファンド「NU-5 ファンド」運用開始 2009

● 10 月
●　4 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
「 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

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 2008 ●　2 月「ウェリス麻布狸穴」竣工

11 月
 4 月 

「NTT 都市開発グループ中期経営計画 2010」策定
新卒社員の採用を開始 2007 ● 10 月「ウェリスガーデン浦和岸町」竣工

12 月 
11 月

5 月

3 月

NTT 都市開発西日本 BS（株）設立
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
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
不動産ファンド「NU-1 ファンド」運用開始

2006 ●　3 月
●　1 月

「グランウェリス瀬田」竣工
「秋葉原 UDX」竣工

6 月 
5 月

大手町地区再開発事業参画発表
中期経営計画「C&P 07」策定 2005 ●　9 月「アーバンネット名古屋ビル」竣工

11 月 東京証券取引所市場第一部上場 2004 ● 10 月
●　1 月

「アーバンネット札幌ビル」竣工
「クエストコート原宿」竣工

2003 ●　5 月
●　2 月

「アーバンネット博多ビル」竣工
「グランウェリス哲学堂公園」竣工

3 月
2 月

長期ビジョン「Change & Proceed to 2015（C&P 15）」策定
「 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

2002

2001 ●　8 月
●　1 月

「ウェリス長津田」竣工
「新風館」竣工

9 月
6 月
4 月

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

2000

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 1999

1997 ●　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

1996 ●　8 月
●　7 月

「グランパーク」竣工
「東京オペラシティ」竣工

2 月 NTT エステート（株）と合併 1995

1994 ●　3 月「NTT クレド基町ビル（パセーラ）」竣工

4 月 NTT アクティフ（株）および（株）NTT クレイスと合併 1993 ●　6 月「NTT 幕張ビル」竣工

1992 ●　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

1991 ●　1 月「シーバンス」竣工

1990 ●　6 月「アーバンネット大手町ビル」竣工

10 月 NTT 建物（株）と合併 1988 ●　4 月「原宿クエスト」竣工

1987 ●　6 月「アーバンネット麹町ビル」竣工

1 月 NTT 都市開発（株）設立 1986 ●　3 月 第 1 号ビル「アーバンネット麹町ビル」着工

● 賃貸物件　● 分譲物件
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投資家情報（2013 年 3 月 31 日現在）

会社が発行する株式の総数
発 行 済 株 式 の 総 数
株 主 数

10,500,000 株
3,291,200 株

14,056 名

会 社 名

本社所在地

設 立

資 本 金

従 業 員 数

支 店

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社
NTT URBAN DEVELOPMENT 
CORPORATION

〒 101-0021 
東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号

1986 年 1 月 21 日

487 億 6,000 万円

748 名（連結）

東海支店、関西支店、中国支店、九州支店、
北海道支店

会社データ

株式の状況

株価推移

大株主（上位 10 名）

株式所有者別分布状況（出資比率）

株主の氏名または名称 所有株数 出資比率

日本電信電話株式会社 2,214,815 67.30％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 75,887 2.31％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 73,387 2.23％

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 46,206 1.40％

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 35,792 1.09％

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 35,315 1.07％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口９） 27,469 0.83％

ステート　ストリート　バンク　アンド
トラスト　カンパニー 27,166 0.83％

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT 
ー TREATY CLIENTS 22,847 0.69％

ゴールドマン・サックス・アンド・カンパニー 
レギュラーアカウント 21,877 0.66％

金融機関　8.8%個人・その他（国内）　3.2%
証券会社　0.5%

外国法人等　19.9%

事業会社・その他の
法人（国内）　67.7%

0

500

1,000

1,500

0

50,000

100,000

150,000

200,000
（円）（円）

2010 2011 2012 2013

2013年
3月末

2013年
3月末

当社株価終値

TOPIX

45



〒 101-0021
東京都千代田区外神田四丁目 14 番 1 号  秋葉原UDX

URL:http://www.nttud.co.jp/
TEL:（03）6811-6300(代表)　FAX:（03）5294-8500

Annual Report 2013
ＮＴＴ都市開発株式会社　2013 年 3 月期

Ｎ
Ｔ
Ｔ
都
市
開
発
株
式
会
社
　
ア
ニ
ュ
ア
ル
レ
ポ
ー
ト
2013


