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コーポレートスローガン

企業理念（UD Statement）

　私たちは、不動産サービスの提供を通じて、

未来が見えるまちづくりに貢献するとともに、

お客様や地域社会の人々が満足し、

笑顔になっていただくことに最大の価値を見出します

　そのために、社会やお客様ニーズの変化を捉える感性を磨くとともに、

お客様志向を徹底し、新たなサービスの創出に向け、

全社員が誠実に失敗を恐れず、チャレンジし続けることを約束致します

　チャレンジの源泉は、社員相互が尊重しあい、

自由・活発な意見を述べることが出来る社風にあると認識し、

全社員が笑顔で仕事に取り組みます



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
さまざま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 

レポートによる開示を予定しておりま
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 2014
http://ir.nttud.co.jp/library/ar.html
（2014 年 9月公開予定）　
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NTT都市開発　ハイライト

(2014年 3月期 )

1,891億円
営業収益

(2014年 3月期 )

113億円

当期純利益

(2014年 3月期 )

304億円

営業利益

不動産賃貸事業

49.6％
(2014年 3月期 )

分譲事業

40.9％
営業収益構成比

その他の事業

9.5％

NTT都市開発は、1986年の設立時より、NTTグループ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。

マンション引渡戸数

1,423戸
(2014年 3月 31日現在 )(2014年 3月期 ) (2014年 3月 31日現在 )

ROA

3.4％

(2014年 3月 31日現在 )

空室率（東京都心 5区）

6.4％
(2014年 3月期 )

NOI

514億円
(2014年 3月 31日現在 )

貸付可能面積

1,193千㎡

長期債格付

A+
（株）格付投資情報センター
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Annual Report 2014

（2014 年、2013 年および 2012 年３月 31日に終了した連結会計年度）
単位：百万円 増減率

2012.3 2013.3 2014.3 2014.3/2013.3
会計年度：
営業収益 ¥136,842 ¥163,168 ¥189,186 15.9% 
営業利益 25,365 27,401 30,458 11.2 
当期純利益 15,586 12,073 11,343 (6.1)

会計年度末：
総資産 928,537 941,050  985,507 4.7 
純資産 203,727 213,835 228,591 6.9 
有利子負債 505,805 505,993 507,253 0.2 

経営指標：
純収入（NOI）※1 54,318 53,499 51,489 (3.8)
総資産利益率（ROA）（％）※2 3.0 3.1 3.4 － 
自己資本当期純利益率（ROE）（％） 9.7 7.1 6.3 －
自己資本比率（％） 17.9 18.7 18.8 －
ネットD/Eレシオ（倍）※3,4 2.42 2.30 2.14 －
ネット有利子負債 /EBITDA倍率（倍）※3,5 9.8 9.6 8.9 －
配当性向（％） 29.6 43.6 46.4 －

1 株当たり： 単位：円 増減率

純資産※6,7 ¥504.41 ¥535.43 ¥563.98 －
当期純利益※7 47.36 36.68 34.46 －
配当金※7 14 16 16 －

（百万円）（百万円）

営業収益（左軸） 営業利益（右軸）
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当期純利益（左軸） ROE（右軸）

43.6

6.3
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営業利益＋持分法投資損益＋負ののれん償却益（左軸） ROA（右軸）

3.43.4
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※ 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）*物件売却益等控除後
※ 2　ROA  =  （営業利益＋持分法投資損益＋負ののれん償却益） ÷  平均総資産
※ 3　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
※ 4　ネットD/E レシオ  =  ネット有利子負債  ÷  純資産
※ 5　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 )
※ 6　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
※ 7　1株当たり情報については、2013 年 10 月 1日付の株式分割（１株→ 100 株）実施後の発行済株式総数（329,120,000 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。

営業収益・営業利益 当期純利益・ROE

純資産・自己資本比率 有利子負債・ネット有利子負債 /EBITDA倍率

ROA

フリー・キャッシュ・フロー
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社長メッセージ
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■ 分譲事業の好調により増収増益を達成～ 2014 年 3月期の振り返り～

　2013 年 6月の代表取締役社長就任から早くも 1年が経ちました。その間、中期ビジョン 2018 に掲げる「お客

様・マーケット志向の徹底」、「イノベーションの追求」の実現に向けてさまざまな変革に取り組んでまいりました。

既存組織の改編や組織の新設、あるいは仕事のやり方の見直しを進め、また社員とともにミッション・ステートメ

ントを検討し、新たな企業理念を定めました。

　2014 年 3月期の連結業績につきましては、分譲事業の好調により、当初の予想を上回る結果になりました。営

業収益 1,891 億円（前期比 15.9％増）、営業利益 304 億円（同 11.2％増）といずれも拡大し、営業収益および営

業利益ともに過去最高となりました。

● 好調な需要に支えられ、引き渡しが進んだ「分譲事業」

　マンション分譲市場は、金利の先高観を背景にした底堅い購買需要に支えられました。当社においても、ウェ

リス代官山猿楽町、ウェリス有栖川という高額物件を含めた引き渡しがあり、引渡戸数は過去最高の 1,423

戸を達成し、また販売単価は大幅に上昇いたしました。この結果、分譲事業の業績は営業収益 795 億円（同

44.8％増）、営業利益は 82億円（同 182.1％増）となり、大幅な増収増益となりました。

● 営業力を強化し、立て直しを図った「不動産賃貸事業」

　賃貸オフィス市場全体としては空室率が緩やかに改善しましたが、賃料相場は弱含み傾向が続きました。一方、

当社の不動産賃貸事業においては、アーバンネット神田ビル、グランフロント大阪などの前期竣工物件や「レ

ソラ　サウステラス」などの新規物件の賃料収入による収益確保に取り組むとともに、国内物件の売却による

収益計上を行いましたが、既存物件については一部テナント退去に伴う空室率上昇などにより賃料収入が減少

しました。この結果、営業収益は 965 億円（同 2.2％増）となり、営業利益は 271 億円（同 6.9％減）にとど

まりました。

　上昇した空室率への対応としては、営業人員を増員するなど営業力強化のための新体制を敷きました。営業

力強化による取り組みは実を結びつつあり、今期（2015 年 3月期）末には新規竣工物件を除く空室率は改善す

る見通しが立ちました。当社の屋台骨である不動産賃貸事業の本格的な回復基調を確実なものにするため、気

を緩めることなくお客様・マーケット志向の営業を推進してまいります。
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● グローバル事業の進展

　資産ポートフォリオの多様化を目的に、日本国内にとどまらず、流動性が高く確立されたマーケットである

欧米市場や成長しているアジア市場への進出を進めています。

　英国市場においては、2009 年にロンドン市のオフィスビル「103 Mount Street」を取得（バリューアップ

後、売却済み）した後、「1 King William Street」(2011 年 6月 ) や「20 Finsbury Circus」(2012 年 9月 )

を取得するなど、実績を築いてまいりました。さらに、2013 年 4 月にはロンドン中心部の好立地物件「265 

Strand」を取得し、現地において存在感を高めています。

　2013 年 10 月には世界最大の不動産マーケットを有する米国に現地法人を設立し、同年 12月にはニューヨー

ク市においてオフィス・商業複合ビルの再開発事業への参画を果たすことができました。

　成長市場であるアジアにおいては、2013 年 4 月にアジア進出の拠点となるシンガポール事務所を開設しま

した。既にアジアで 17か国 46都市に進出しているNTTグループが培ったコネクションや経験を活かしつつ、

現地企業とのアライアンスなど具体的な事業案を検討しております。

● 財務バランスを維持しつつ、高収益ポートフォリオを構築

　2014 年 3月期は東京都港区の東新ビル、英国ロンドン市の「265 Strand」を取得するなど、627 億円の投

資を行いました。将来の成長に向けた投資を行いつつも、財務バランスを維持するため、ポートフォリオの見

直しを進め、首都圏および関西において物件を売却し資産の組換えを行いました。資産の組換えにより有利子

負債を抑制しつつ投資資金を確保することで、ネット有利子負債 /EBITDA倍率は 8.9 倍へ低下させるとともに、

139 億円のフリー・キャッシュ・フローを確保しました。

　今後も、財務的なバランスを維持しつつ、高収益のポートフォリオを構築していきます。
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■ 2015 年 3月期を底とした業績回復へ～ 2015 年 3月期の見通し～

　今期の業績については、営業収益 1,480 億円（前期比 21.8％減）と減収、営業利益 200 億円（同 34.3％減）

と減益を見込んでいます。不動産賃貸事業は、品川シーズンテラスの開業費が計上され、また物件売却による収益

を見込んでいないため減益と予想しています。分譲事業は、2014 年 3月期における引き渡しの前倒しにより、今

期の引渡計画戸数が減少するため、減益と予想しています。

　しかし、今期の業績予想 200 億円レベルを底とし、来期以降は増益とすべく、さまざまな施策に取り組んでま

いります。

　不動産賃貸事業に関しては、既存物件の稼働率の維持・向上を確かなものにすることはもちろん、品川シーズン

テラスなどの新規開発物件のリーシングに全力を注いでまいります。新規開発では、今秋に目白駅前の商業施設で

ある目白 2丁目プロジェクトの竣工が予定されており、ご入居されるテナント様とともに、新たなにぎわいの創

出にも注力していきます。来期にはオフィスビルであるアーバンネット日本橋二丁目ビルとアーバンネット銀座一

丁目ビルが竣工する予定でありますが、立地、快適性・環境性能、安心の BCP対策を訴求し、着実なリーシング

に努めてまいります。

　分譲事業に関しては、土地の仕入れ価格や建設コストの高騰に対しては、物件ごとに最適な仕様・工法を検討す

るなどの対処をし、NTTグループと連携したサービス付き高齢者向け住宅の取り組みを推進しながら、利益の確

保に十分に留意した事業を展開してまいります。

　中期ビジョン 2018 につきましては、現行の内容をベースとしつつ、オフィス大量供給の影響や建築コスト上昇、

分譲用土地の仕入れ価格高騰の影響等の当社を取り巻く環境を踏まえ、利益目標等計数を見直すほか、マーケット

の変化に対応した戦略の深掘りや新規ビジネスモデルの開拓に取り組んでまいります。

　株主・投資家の皆さまにおかれましては、引き続きご支援賜りますようよろしくお願い申し上げます。

代表取締役社長
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最近の取り組み

新ミッション・ステートメント（2014年 6月策定）

■ 「誠実に、革新的に」 ～新ミッション・ステートメントの策定～
　2014 年 6月に、従来のコーポレートスローガン等を見直し、新たなミッション・ステートメントとして「コー

ポレートスローガン・企業理念・行動指針」を策定しました。

　設立以降、当社を取り巻く事業環境は変化し、当社の事業領域は不動産賃貸事業から分譲事業、グローバル事業

へと拡大しております。また、社員のバックグラウンドが多様化し、価値観も多様化しております。ミッション・

ステートメントは、時代の変化を見据え、新たなチャレンジに向けた仕組みが必要との共通認識のもと、当社の役

員と社員が現状と課題を整理し、議論を深めて創り上げたものです。

　ミッション・ステートメントは、将来向かうべき方向を共有し、新たなことにチャレンジし、新たな付加価値を

生み出すために当社全体のベクトルを一致させる羅針盤であり、今後も役員の経営判断、社員一人ひとりの日々の

業務の拠りどころにしていきます。

　私たちは、不動産サービスの提供を通じて、未来が見えるまちづくりに貢献するとともに、お客様や地域

社会の人々が満足し、笑顔になっていただくことに最大の価値を見出します

　そのために、社会やお客様ニーズの変化を捉える感性を磨くとともに、お客様志向を徹底し、新たなサー

ビスの創出に向け、全社員が誠実に失敗を恐れず、チャレンジし続けることを約束致します

　チャレンジの源泉は、社員相互が尊重しあい、自由・活発な意見を述べることが出来る社風にあると認識し、

全社員が笑顔で仕事に取り組みます

 （１）コーポレートスローガン

 （２）企業理念（UD Statement）
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　NTTグループの営業リソースの活用、アカウント
営業の拡充、顧客データベースの統合・活用などを
行い、営業体制を大幅に強化。賃貸オフィス事業に
おいてより強固な事業基盤を築くべく営業力の向上
に取り組んでいます。

■ 営業力の強化

　お客様・マーケット志向を徹底するため、情報収
集力を強化し、全社への浸透を図ります。また、情
報発信力を強化し、お客様を含むステークホルダー
とのコミュニケーションを促進するとともに、当社
のブランド認知度向上に取り組んでいます。

■ 広報・マーケティング室の設置

　戦略的開発機能を強化し、個々のプロジェクトを全
社最適の俯瞰的な視点から検討するとともに、新規開
発における商品企画や事業性検証を行います。経済情
勢、不動産マーケット環境、都市政策、お客様目線な
ど多方面から情報収集と分析を行い、賃貸物件のポー
トフォリオ戦略を策定し、継続的な成長をめざすため
の施策につなげていきます。

■ 開発戦略部の設置

　全社のコストコントロールを主導し、調達を一元
的に管理する組織を設置。関連各部門と連携して、
コスト意識の醸成とともに調達プロセスの改革やガ
バナンスの強化を図ることで、継続的なコスト削減
を実現します。

■ 調達企画室の設置

● 常に新しい価値の創造を考え、当社らしさを追求しよう
● 常に多様性を尊重し、多様な価値を生み出そう
● 成功するまで、あきらめることなくチャレンジしよう
● 失敗しても次に活かせば成功と同じ
● 常にコスト意識を持ち、利益の最大化を図ろう
● 現状維持は後退の始まり
    前例にとらわれず、常に未来志向で考えよう
● 感謝の気持ち、謙虚な姿勢、尊敬の念を持ち、常に良き市民であろう
● 部分最適よりも全体最適
● 自らの頭で考え、自らの言葉で語ろう
● 率先垂範し、自己の責任を認識しよう
● お客様第一、上司は二の次
● グローバルな視点で考えよう
● スピード重視で考え、行動しよう
● 現地・現物を大事にしよう
● 人脈づくりは個人と会社の宝
● 人事は適材適所、そして常に公平かつ公正に
● 自由闊達な議論、社員の提案・苦情が自由にできる環境をつくろう

■ 収益力・競争力強化に向けた取り組み例
　2014 年 3月期において、中期ビジョン 2018 に掲げる「お客様・マーケット志向の徹底」、「イノベーショ

ンの追求」の実現に向けて、以下のような取り組みを行っております。

　引き続き、収益力・競争力の強化に向けたさまざまな施策にチャレンジしてまいります。

 （３）行動指針（UD Style）
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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）。

営業収益の推移 営業利益の推移 空室率の状況

不動産賃貸事業

外部環境認識
　当期（2014 年 3 月期）の東京都心 5区の市場平均

空室率※6.7％（前期比 1.9 ポイント改善）、全国平均※

で 9.3％（前期比 1.4 ポイント改善）と、市場の空室

率は緩やかな改善基調となりました。

　また、当期末（2014 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※16,325 円と、

前期末の 16,504 円と比較して 1.08％（179 円）の下

落にとどまるなど、下げ止まりの傾向が続きました。

2014 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

があった一方、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）等の前期に竣

工した物件および新規竣工物件の賃料収入やアーバンネッ

ト入船ビル（東京都中央区）などの売却収入がありました。

　新規の開発事業については、品川シーズンテラス（東京

都港区）、目白2丁目プロジェクト（東京都豊島区）、アー

バンネット日本橋二丁目ビル（東京都中央区）、アーバンネッ

ト銀座一丁目ビル（東京都中央区）などが進行中で、さら

に「レソラ　サウステラス」（福岡県福岡市）が竣工しました。

　空室率については、東京都心 5区の既存物件の空室

増の影響があり、当社の空室率は東京都心5区で 6.4％

（前期比2.4 ポイント上昇）、全国平均でも7.4％（同0.9

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

96,595 百万円（前期比 2.2％増）、営業利益は 27,189

百万円（同6.9％減）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51,489百万円（同3.8％減）

となりました。なお、賃貸不動産の時価は 1,210,052

百万円となり、含み益（簿価との差額）は 404,141

百万円となっています。

2015 年 3 月期の取り組み
　今期（2015 年 3 月期）の不動産賃貸市場は、緩や

かな景気回復に伴う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率の改善が見

込まれますが、品川シーズンテラスの開業費の負担や

物件売却による収益がなくなることから、業績予想で

は減収減益を想定しています。

※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 )。

※NOI（Net Operating Income: 純収入）＊＝不動産賃貸収入ー不動産賃貸原 
価 +不動産賃貸減価償却費（長期前払費用を含む）＊物件売却益等控除後
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　号

品川シーズンテラス

ウィング高輪
EAST約 3.5ha の広大な

緑地はエリア一帯
の緑の拠点となる

プロジェクト推進部　佐
さ

藤
とう

　隼
はやと

 

　品川シーズンテラスは、立体都市計画制度を利用し
て、下水道施設の上部にオフィス・商業の複合ビルと
約 3.5ha の広大な緑地を創出する公有地利活用プロ
ジェクトです。本プロジェクトでは、風の道をつくる
ことでヒートアイランド現象の緩和に貢献し、また地
域の特殊性を考慮した樹種を選定・配置し、多様な環
境を創ることで生態系ネットワークの創出に寄与する
などさまざまな環境配慮が魅力となっています。竣工
した際には、品川シーズンテラスがランドマークとな
り、周辺エリアのポテンシャルが大きく高まることを
期待しています。

品川シーズンテラス（芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業）

品川シーズンテラス：開発ストーリー

自然と環境に配慮した立体都市の誕生で
生まれ変わる品川エリアを見てください。

●建築概要
　所　　在：東京都港区港南一丁目 2 番 6号（地番）
　敷地面積：49,547㎡（全体）
　延床面積：205,785㎡（全体）
　建物規模：地上 32階　地下１階
　主な用途：オフィス、商業
　スケジュール：2012 年 2月着工
　　　　　　　　2015 年 2月竣工（予定）

　品川シーズンテラスでは、立体都市計画制度の活用
や環境配慮に対する先駆的な取り組みなどさまざまな
ノウハウを得ることができましたが、こうしたノウハ
ウを新たなプロジェクトにおいても存分に活かしてい
ければと思います。
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アーバンネット銀座一丁目ビル

東京高速道路
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メルサ
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昭
和
通
り

中
央
通
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大手町駅永代通り

首都高速

大手町
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本
郷
通
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大手町二丁目地区
第一種市街地再開発事業A棟

アーバンネット
大手町ビル大手町タワー

大手町
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経団連
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八
重
洲
口

東
京
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アーバンネット日本橋二丁目ビル
COREDO
日本橋
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ラ ホテル東京

外
堀
通
り

中
央
通
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座
線

ホテル
メトロポリタン
丸の内

グラントウキョウ
ノースタワー

グランルーフ

髙島屋

東西線

●建築概要
　所　　在：東京都中央区日本橋二丁目 1番 7号（地番）
　敷地面積：1,687㎡
　延床面積：14,795㎡
　建物規模：地上 10階 地下 1階
　主な用途：オフィス
　スケジュール：2013 年 2月着工
　　　　　　　　2015 年 10 月竣工（予定）

●建築概要
　所　　在：東京都中央区銀座一丁目 219 番 2号他（地番）
　敷地面積：1,737㎡
　延床面積：11,720㎡
　建物規模：地上 8階 地下 1階
　主な用途：オフィス
　スケジュール：2013 年 6月着工
　　　　　　　　2015 年 11 月竣工（予定）

●建築概要
　所　　在：東京都千代田区大手町二丁目地内
　敷地面積：約 20,000㎡（A棟・B棟全体）
　延床面積：A棟全体・約 199,000㎡
 　（当社持分・約 34,000㎡※）
　建物規模：A棟・地上 35階、地下 3階
　主な用途：オフィス、商業
　スケジュール：2015 年 6月着工（予定）
　　　　　　　　2018 年 5月竣工（予定）

　※共有持分含む

アーバンネット日本橋二丁目ビル

アーバンネット銀座一丁目ビル

大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業A棟

12
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ビル事業本部　法人営業部　大
おお

﨑
さき

　貴
たか

浩
ひろ

　東京・銀座 1丁目地区は、都心の中でもビジネスに
最適なエリアのひとつです。中小規模のオフィス・店
舗が立ち並び、大型物件がないこの地区に今回ワンフ
ロアの面積が 300 坪クラスの大型オフィスビルを建設
します。本物件も営業力強化の一環として、お客様志
向の徹底をめざし、プランニングの初期段階から営業
部門が参加しています。お客様に自信をもっておすす
めでき、さらに、お客様に高いご満足を提供する物件
にしていくため、日々のお客様との関わりの中で得た
要望を細かく設計に反映しました。
　例えば、広い土地が確保しにくいこの地区では車寄

　東京・日本橋地区は再開発により注目の集まるエリ
アであると同時に、金融から製薬まで幅広い業種の、
社歴の長い会社のオフィスが多いエリアでもありま
す。このような激戦区で勝つには、NTT都市開発のビ
ル事業に対する考えや姿勢を最前面に押し出したビル
でなければなりません。お客様が本来オフィスに求め
ていること、「Best Place to Work」働くための最適な
居場所をキーワードに、「アーバンネット」ブランドの
コンセプトを高い水準で実現し、お客様の経営課題の
解決に貢献するオフィスビルづくりをめざしました。
　本物件ではいままで以上にお客様志向を徹底したビ

アーバンネット銀座一丁目ビル：開発ストーリー

アーバンネット日本橋二丁目ビル：開発ストーリー

徹底したお客様満足の追求により、“入居して
良かった ”と心から言っていただける物件に。

NTTグループの一員として、“誠実さ ”をもって
お客様の経営課題の解決に貢献していきます。

せと車の待機スペースの
ない物件が多いので、本
物件では最初から設計
に加えました。また、喫
煙者と非喫煙者が互いに
快適に過ごせるよう、喫
煙スペースを地上ではな
く屋上テラスに設けまし
た。他にも、災害時の帰宅困難者の発生を見越して、
防災用品の備蓄倉庫も完備するなど、いざという時の
安心・安全にも十分に配慮しました。本物件は、この
ような入居後に感じられるご不満や不都合を忠実に解
消していますので、お客様満足が格段に向上すると期
待しています。
　竣工は 2015 年 11 月の予定ですが、既にお客様か
らもとても良い反応をいただいています。ご入居いた
だいたお客様に心から選んで良かったと言っていただ
ける物件になると思っています。

ルをつくるという意気込
みをもって、初期の段階
から運営、商品企画、営
業の各部門がプランニン
グに参加しました。具体
的にはNTT の通信施設
の建設・運営により蓄積
した災害（BCP）対応や
セキュリティのノウハウを活かし、災害時を含めた高
いレベルの安心・安全をお客様に提供します。また、
自然光を取り入れる光ダクトを採用し、4面採光によ
る明るく快適なワークプレイスを実現しています。電
力消費と環境負荷を下げるとともに、働く人々の知的
生産性が向上する場の提供など、次世代技術の積極的
な導入も行いました。
　NTT 都市開発の看板をかけて、自信をもってお客
様におすすめできる物件ですので精力的なリーシング
活動を展開したいと思っています。

ビル事業本部　法人営業部　岡
おか

本
もと

　篤
あつ

佳
よし

13



0

15,000

30,000

45,000

60,000

75,000

90,000
（百万円）

2010 2011 2012 2013

79,537

2014（3月期）
0

500

1,000

1,500

2,000
（戸）

2010 2011 2012 2013

1,4231,423

2014（3月期）
-12,000

-6,000

0

6,000

12,000

2010 2011 2012 2013

8,222

（百万円）

2014（3月期）

分譲事業

営業収益の推移 営業利益の推移 引渡戸数

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好調に推移し

ました。2013年の首都圏における分譲マンションの新

規供給戸数※は 56,478戸と、2012年の 45,602戸と比

較して23.8％（10,876戸）の大幅な増加となりました。

　また、累積契約率※も 2012 年の 90.0％を 1.7 ポイ

ント上回る 91.7％を記録し、販売在庫数※は 2012 年

の 5,347 戸から 257 戸減少して 5,090 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。

2014 年 3 月期の業績概況
　当期の分譲事業は、「WELLITH（ウェリス）」ブラン

ドのもと、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めざして、マンション分

譲を中心とした事業展開を行いました。ウェリス代官山

猿楽町（東京都渋谷区）、ウェリス有栖川（東京都港区）、

ウェリス稲毛（千葉県千葉市）、ウェリス舞子（兵庫県神

戸市）等の引き渡しを行い、過年度竣工物件を含め、過

去最多のマンション引渡戸数1,423戸を達成しました。

　また、当期は、新たにウェリスつくば研究学園テラス（茨

城県つくば市）、ウェリス鶴見緑地（大阪府大阪市）等

のマンション販売を開始し、宅地戸建分譲のウェリスパー

ク新宮杜の宮（福岡県糟屋郡）の引き渡しも行いました。

　これらの結果、当期の分譲事業の営業収益は

79,537 百万円（前期比 44.8％増）、営業利益は 8,222

百万円（同 182.1％増）と大幅な増収増益となりまし

た。営業利益率については 10.3％（同 5.0 ポイント増）

となり、収益性が大きく向上しました。

2015 年 3 月期の取り組み
　今期のマンション分譲市況は、消費税率引き上げに

伴う駆け込み需要の反動による影響も限定的であり、

引き続き堅調な売れ行きが期待されます。当社におき

ましては、引き続き、お客様のニーズに合わせた分譲

マンション販売に加え、サービス付き高齢者向け住宅

の提供にも取り組み、用地取得の難化や建築費の高騰

の中でも業務効率化を図り、利益を確保してまいりま

す。業績予想につきましては、2014 年 3 月期におけ

る引き渡しの前倒しにより通期の引渡計画戸数が減少

するため減益を想定しています。

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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所 在 地：東京都渋谷区
総 戸 数：44戸
竣　　工：2013 年 5月

所 在 地：東京都新宿区
総 戸 数：49戸
竣　　工：2013 年 9月

所 在 地：東京都港区
総 戸 数：57戸
竣　　工：2013 年 10 月

所 在 地：兵庫県神戸市
総 戸 数：145 戸
竣　　工：2014 年 1月

ウェリス代官山猿楽町

ウェリス四ツ谷

ウェリス有栖川

ウェリス舞子

2014年3月期の主な引渡物件

15



ウェリス稲毛
所 在 地：千葉県千葉市
総 戸 数：929 戸（全体）
竣　　工：
　ルーセントブロック：2014 年 1月
　オアシスブロック：2014年8月（予定）
　グロウブロック：2015年3月（予定）

住宅事業部　事業開発部　マネージャー

野
の

村
むら

　美
み

保
ほ

　稲毛は多世代の方が住む住宅地のため、その良さを
引き継ぐよう、さまざまな世代の方々の交流が自然に
生まれる様子をイメージしながら当物件の街づくりを
進めてきました。敷地内の共用施設の配置などの動線
計画を工夫し、ここで暮らす方々の間で自然な良い出
会いが生まれ、心地よい暮らしを送っていただけるよ
う配慮しています。
　かつては “マンション ”には、ご近所同士のつなが
りが希薄なイメージがありましたが、東日本大震災以
降、ご近所や地域とのつながりが防災の面からも重要
視されています。住民同士がほどよいつながりを持っ
ていれば、いざという時には、助け合え、より安心し
て暮らしていただけるのではないかと考えています。
　本物件では、世代を超えた出会いを創出する“きっかけ”
を提供する「はぐむクラブ」を導入しています。2014年3

ウェリス稲毛：開発ストーリー

多世代の方の交流をはぐくみ、
永続的に続くコミュニティを追求しています。

月にルーセントブロックを
お客様にお引き渡ししまし
たが、ご入居前の「はぐむ
クラブ」のプログラムとし
て、「田植え交流会」を開
催しました。大勢の方々に
ご参加いただき、「はぐむクラブ」を通じて未来の住民同
士が出会える“きっかけ”の場となりました。実際にお住
まいになられた後の交流へとつながっていくプログラムで
お客様に喜んでいただき、ご入居後のコミュニティの発展
にますます期待が高まります。
　NTT 都市開発は「街を、心を、つないでいく」と
いうコーポレートスローガンを掲げています。こうし
た取り組みを通じて、当社らしさを積極的に表現して
いきたいと思っています。

エントランス外観

　JR 総武線稲毛駅より、フラット
な道を徒歩 5分の丘の上に誕生す
る 929 戸の大規模プロジェクトで
す。多彩な共有施設や充実した防
災設備を設け、安心して永住して
いただける環境形成に努めていま
す。また、住民同士の “ゆるやかな
つながり ”と “出会いのきっかけ ”
を提供する『はぐむクラブ』を導
入し、住民同士をつなぐプログラ
ムを開催しています。世代が変わっ
ても永続的に続くコミュニティを
形成し、安心や幸せ、喜びを分か
ち合うことをめざしています。

ラウンジ
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ウェリスつくば研究学園テラス
所 在 地：茨城県つくば市
総 戸 数：86戸
竣　　工：2014 年 7月

住宅事業部　事業開発部　マネージャー

中
なか

村
むら

　剛
つよし

　「ウェリスつくば研究学園テラス」は、NTTファシ
リティーズの「電力一括受電システム」や「光BOX」、
NTT 東日本の「フレッツ光」を活用してMEMS、
HEMS（ホーム・エネルギー・マネジメント・システ
ム )を導入し、NTTグループの総力を結集したスマー
トマンションです。つくば市やハウスメーカーとの協
業によるサスティナブルコミュニティ構想の実現をめ
ざしたプロジェクトでは、電気自動車の充電ができる
EVコンセントや気軽に利用できるカーシェアリング
などの新たな試みが導入されています。
　本物件はエコロジーはもちろんエコノミーも訴求
し、NTT グループのメリットを活かすべく、電力料
金やインターネット接続料を抑えるよう取り組んでい
ます。また、月々のコストや共用部分の設備更改コス
トなどトータルでかかる費用についても配慮していま

ウェリスつくば研究学園テラス：開発ストーリー

未来を見据えた低炭素の街に
世代を超えて住み継がれるお住まいをお届けしたいです。

す。私たちは、住むだけ
の場所をつくっているの
ではなく、お客様の大切
な資産をつくっていると
いう感覚を持っていま
す。お客様にお引き渡し
した後、お客様にいつまでも愛着を感じていただき、
高い資産性を維持し続けるマンションをつくっていき
たいと思っています。また、これから住まれる方々が
街をつくることができるのは、本物件の特長です。こ
ちらにご入居されるお客様には、ご家族の成長ととも
に街の成長も楽しみながら、住まいとは何なのか、豊
かさとは何なのか、その答えを一緒に見つけていただ
きたいと思っています。

エントランス ラウンジ

　つくば市が「コミュニティ型低
炭素モデル街区」に位置付けるエ
リア内に誕生する当社初のスマー
トマンションです。
　当社は同エリアにおいて、国土
交通省の「平成 24年度まち・住ま
い・交通の創蓄省エネルギー化モ
デル構築支援事業」に選定された
事業を推進し、低炭素型ライフス
タイルの実現をめざしており、本
物件において、官民一体の街づく
りと、NTTグループと連携した一
括受電システムやMEMS（マンショ
ン・エネルギー・マネジメント・シ
ステム）の導入によるマンション
のエネルギー見える化等環境に配
慮した取り組みを実施しています。

外観
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● 今後の事業展開
2015 2016 ・・・ （3月期）2019

成長市場

先進国市場 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

成長市場における事業機会の創出

● これまでの取り組み実績

海外拠点 UDヨーロッパ
（ロンドン）

2010 2011 2012 2013 2014 （3月期）

UDオーストラリア
（メルボルン）

UD USA Inc.
（ニューヨーク）

東南アジア
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

◆335 Grices Road

◆ 103 Mount St.

オーストラリア
での事業展開 （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

◆ 119 West 25th Streetニューヨーク
での事業展開

グローバルビジネスの展開

1 King William Street（英国ロンドン市） 20 Finsbury Circus（英国ロンドン市） 265 Strand（英国ロンドン市）

　当社グループは、新たな事業の柱の構築をめざして海外市場へ進出しています。

　欧米ではベースロードの拡大による安定収益の確保、東南アジアでは将来の成長機会の獲得に取り組んでおります。

■英国…………2009 年に現地法人を設立し、1号物件をロンドン市において取得。現在、ロンドン市に 3物件を

保有し、安定運用するほかリニューアル工事などによりバリューアップを図る。

■豪州…………2011 年に現地法人を設立。メルボルン市郊外で宅地分譲事業を展開中。

■東南アジア…2014 年にシンガポール事務所を開設。現地に進出しているNTTグループ企業とのシナジーを活

かし、具体的な事業案を検討中。

■米国…………2013 年にデラウェア州に現地法人を設立し、ニューヨーク市のオフィス・商業複合ビルの再開発

プロジェクトに参画。
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Annual Report 2014

首都圏エリア※2

39億円
8%

その他の地域

219億円
43%

東京都心 5区

256億円
50%

開発実績

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

65千㎡　6％

50千㎡　4％

84千㎡　7％
143千㎡　12％

120千㎡　10％

171千㎡　14％

164千㎡　14％
391千㎡　33％

(2014年 3月 31日現在 )

東京都心 5区　6.4％ 　
全国　　　　　7.4％

NOI※ 1

※2　首都圏エリアは、東京都心 5区を除く。

(2014年3月31日現在)

(2014年3月期)

貸付可能面積

1,193千㎡

514 億円

※ 1
・ NOI（売却益控除前）：561 億円
 不動産賃貸収入（965億円） － 不動産賃貸原価（636億円）＋ 不動産賃貸減価償却費（長期前払費用を含む）（232億円）
・ 物件売却益：46億円
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東京湾

皇居

●

新宿御苑

お台場

● 東京タワー

東京スカイツリー

東海道
新幹線

Ｊ
Ｒ
山
手
線

ＪＲ総武本線

ＪＲ中央本線

Ｊ
Ｒ
東
海
道
本
線

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
：開発ポテンシャル

凡　例

12
3
4

5

6

7

8

品川シーズンテラス

目白 2丁目プロジェクト

大手町二丁目地区
第一種市街地再開発事業A棟

アーバンネット
日本橋二丁目ビル

アーバンネット
銀座一丁目ビル

主要物件一覧（東京都心５区）
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Annual Report 2014

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

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）

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

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

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
12,092㎡（当社所有持分、
タワー・ハイツ全体）
117,659㎡（当社所有持
分、タワー・ハイツ全体）
地上34階 地下 4階
1996年 10月

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

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

撮影：三輪晃久写真研究所 撮影：フォワードストローク

撮影：ナカサ アンド パートナー 撮影：門馬金昭写真事務所

撮影：三輪晃久写真研究所

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

※連結子会社の特定目的会社（SPC) が所有する物
件です。
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　不動産賃貸事業では、高品質・高信頼性のオフィ
スビルを、国内主要都市の良好な立地条件のもとで
開発・運用してきました。情報通信インフラやビル
設備についても、個々のビルに最適なものを採用し、
利便性、快適性、そして安全性を備えた環境を継続
的にご提供しています。ビル管理運営においても、
お客様のさまざまなニーズにお応えする体制を構築
し、CS（お客様満足）向上に努めながら、お客様の
ビジネスを支えています。
　また、商業施設の開発・運営にあたっては、“あな
たとつくる街の物語 ～ひとりひとりと、ひとつひと
つを～ ”という「商業事業ビジョン」のもと、それぞ
れの商業施設を、地域の皆さま、お客様、そしてテ
ナント様とともに、訪れる人の心に残るような魅力
と活気があふれる場所とするよう取り組んでいます。
　分譲事業においては、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。NTTグルー
プと連携を図り、「省エネルギー」や「防犯対策」関
連のサービスを積極的に導入し、「お客様志向の徹
底」、「高品質な住まいづくり」に取り組んでいます。

　NTT都市開発グループは、誰もが安心して安全に
過ごすことができる高品質な建物・サービスの創造
を通じて、快適空間を提供しています。「安全・品質
方針」に基づき、今、将来、そしていざという時の
安全を確保し、企画、設計、建設、管理に至るすべ
てのプロセスにおいて、品質の維持・向上に取り組
んでいます。建物の高耐久性、高信頼性、高機能性
などの確保とともに、災害対策、防犯・セキュリティ
対策、維持保全、ユニバーサルデザインなどの取り
組みを包括的な視点で推進しています。

　NTT都市開発グループは、オフィスビル、商業施設、
ホテル、マンションなどの開発に取り組むにあたり、
建物の外観を周囲の景観と調和させることや、地域・
近隣のさまざまなニーズを計画に反映させることに
努めています。ステークホルダーの皆さまとの真摯
なコミュニケーションを通じて、その場所の特徴を
（歴史や記憶なども含めて）できるかぎり学び、設計
に活かしています。

C S R（企業の社会的責任）活動への取り組み

お客様満足の最大化に向けて 皆さまの安全と安心のために

景観や地域ニーズとの調和

グランフロント大阪 アーバンネット神田ビル

　NTT都市開発グループは、「街」をかたちづくるさまざまな「パートナー」との真摯な
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ています。

経営情報
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　総務省が発表した 2013 年 9月 15 日（敬老の日）時
点の人口推計では、65歳以上が 3,186 万人となり、初
めて日本の総人口の 4分の 1に達しました。団塊の世
代（1947 ～ 49 年生まれ）がこの年齢層に加わり、高
齢者の住まいは、かつての “家族が選ぶもの ”から、“自
分で選ぶもの ”へと変わりつつあります。そして、こう
した住まいには、高齢者の皆さまが安心で快適に暮らせ、
かつそのご家族が安心できるようにすることが求められ
ます。
　ウェリスオリーブ新小岩（東京都葛飾区）は、こうし
た要望にお応えするためのサービス付き高齢者向け住宅
です。各居室はバリアフリーを基本とし、万が一のため
の緊急通報ボタンや、一定時間動作確認ができない場
合に自動通報するライフリズムセンサーも設置していま
す。そして、コンシェルジュ、生活支援、見守り・緊急
時対応、健康管理といった幅広いサービスを通じて、暮
らしを支援しています。なお、訪問介護事業所も併設し、
介護が必要になった場合にも備えています。
　コミュニティとしての機能を大切にしていることも、
この物件の特徴です。入居者の皆さまが交流できる場と

して、食堂ラウンジ、シアタールーム、共同浴室などを
設け、さまざまな催しやサークル活動の支援などを行っ
ています。また、入居者が地域の敬老会に参加できるよ
うにしたり、一方近隣にお住まいの方々にもご参加いた
だけるセミナーを施設内で企画する、といった地域との
つながりを育てる取り組みも行っています。私たちは、
入居者一人ひとりとお住まいについてご意見を伺う個人
面談も行い、運営に活かしています。
　今後に向けて、サービス付き高齢者向け住宅、介護施
設、分譲マンションをまとめ、3～ 4世代が一つの街に
住んで互いに見守る環境の創出も視野に入れています。
NTT グループ内
での連携も進めな
がら、取り組みを
広げていきます。

少子高齢化が進む社会のニーズに応える

ウェリスオリーブ新小岩

　NTT都市開発グループは、責任ある総合不動産会社として、事業パートナーやテナント
の皆さまをはじめとする幅広いステークホルダーのご協力をいただきながら、より環境に
配慮した街づくりを推進しています。

　NTT都市開発グループでは、環境保全活動に関す
る基本行動テーマの中で、「省資源・省エネルギー活
動を通じた温室効果ガスの発生抑制」を掲げていま
す。ビルの設計では、構造、使用する材料、空調や
照明をはじめとする各種設備、制御システムなど、
総合的な視点で省エネ性能を向上させています。ビ
ル管理でも、テナントの皆さまにご協力いただきつ
つ、きめ細かい配慮で省エネを推進しています。また、

ビルの屋上等への太陽光発電システム設置や、グリー
ン電力証書制度の活用を通じて、自然エネルギーの
利用も推進しています。
　当社グループの取り組みの代表例として挙げられ
る品川シーズンテラス（東京都港区）は、省エネ性
能をはじめとする幅広い環境配慮が評価され、株式
会社日本政策投資銀行より「DBJ Green Building 認
証」の最高ランクである「プラチナ」のプラン認証
を取得しました。

地球温暖化対策
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都市における緑地空間づくり

　NTTグループの「建物グリーン設計ガイドライン」
に沿い、建物の長寿命化に取り組んでいます。マン
ション分譲事業においては、家族構成の変化への対
応やメンテナンスを容易にすることで「永住性」を
高めています。構造躯体などでは、住宅性能表示制
度における最上級の「劣化対策等級 3」（通常の条件
で使用すると、大規模な改修を必要とするまで 75～
90年）を標準としています。
　また、当社グループの事業活動では、既存の建物
が建っている土地を新規に開発する時などに発生す

る建設副産物を可能なかぎりリサイクルしています。
保有・管理するビルや商業施設などにおいて排出さ
れる一般廃棄物のリサイクルも、継続的に推進して
います。

　オフィスビルや商業施設では、公開空地や屋上な
どを活用して、生物多様性保全につながる緑地の確
保に努めています。また、住宅においても、建物と
自然との調和を意識した植栽計画を行うなど、自然
や生態系を身近に感じられるよう配慮しています。

廃棄物削減・資源循環

生物多様性保全

　NTT都市開発グループは、さまざまな機会を捉えて、
都市内に豊かな緑地空間を創出し、多くの方々に憩いの
場としてご利用いただいています。
　JR田町駅からほど近いグランパーク（東京都港区）は、
オフィス・レジデンス・カンファレンスの機能を兼ね備
えた複合ビルです。敷地の約 6割を公開空地として提
供し、1996 年の竣工以来、より豊かな緑地とするため
の維持管理を行ってきました。夏祭りをはじめとする多
彩な催しも行い、地域の交流の場にもなっている当ビル
は、2013 年に公益財団法人都市緑化機構から「都市の
オアシス」に認定されました。
　また、隣の JR品川駅前では、オフィス・商業の複合
ビルである品川シーズンテラス（東京都港区）が、2015
年 2月の竣工に向けて最終段階に入っています。この事
業では、東京都下水道局の芝浦水再生センターの上部を

有効活用し、敷地内に3.5 ヘクタールもの広大な緑地を
創出します。この広大な緑地空間では、桜のプロムナー
ドや季節感を演出する落葉樹などを組み合わせることで、
訪れる皆さまに四季を楽しんでいただくとともに、この
地域の植生や郷土種を基本に樹種選定を行い、昆虫や鳥
などの生息地として、臨海部と内陸部の生態系をつなぐ
役割を果たそうと
しています。この
緑地が都市緑化機
構から、「緑の保全・
創出により社会・
環境に貢献する開
発事業（都市開発
版 SEGES）」とし
て認定されました。

　NTT 都市開発グループは、良き企業市民として、
豊かな街づくりにつながる社会貢献活動を各地で

行っています。「社会貢献活動方針」に基づき、本業
との調和、コミュニティとの共生、社員一人ひとり
の成長を柱に、活動を展開しています。
　事業所を置く各地域では、環境美化活動に継続して

コミュニティへの貢献

　NTT都市開発グループが持続的な発展を遂げ、企業価値を高める原動力は、社員一人ひ
とりの活躍です。そのため当社は、豊かな街づくりにつながる社会貢献活動への参加を奨
励し、社員の成長を促すとともに、個を尊重する生き生きとした職場づくりに努めています。

グランパーク

24



Annual Report 2014

個人投資家説明会

■ 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。

■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、投資家の皆さまに対
して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との対話を充実させるため、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
よび大阪で開催された「個人投資家向け会社説明会」に加
え、新たにオンライン会社説明会にも参加しました。

取り組んでいます。自社の
事業所周辺を清掃するほか、
札幌、大阪、広島、福岡といっ
た都市で実施されている清
掃地域の活動にも参加して
います。また、大規模災害地
域への救援・支援、社会的
に意義のある活動への個人
的な寄付、地域貢献への参
画といった社員のボランティ

ア活動に対して、会社として支援する制度があります。
　総合不動産会社としての資産である保有ビルを活
かした取り組みも行っています。商業機能を備えた
各ビルを中心にイベントなどを開催あるいは支援し、
地域における交流の場づくりを進めています。

　NTT都市開発は、自らスキルアップをめざす社員
を積極的にサポートしています。
　当社の事業に関連する資格取得の奨励制度を設け
ているほか、語学、関連法令、財務といった内容を
中心に通信教育・Web講座の提供も行っています。
　また、社員一人ひとりのワーク・ライフ・バラン
スにつながる社内制度を整備し、社員が心身ともに
健康で働けるよう、個々人の健康管理の支援と、労
働安全衛生への組織的な取り組みを行っています。
　さらに、多様な人材が活躍できるよう、ダイバー
シティ・マネジメントを推進しており、その一環と
して、NTTグループにおける「女性管理者倍増計画」
にも取り組んでいます。

個の尊重による職場づくり

「MOTTAINAI
フリーマーケット」

投資家の皆さまとのコミュニケーション

CSRサイトのご案内 http://www.nttud.co.jp/csr/
CSR活動の詳細について掲載しています。
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役員一覧 （2014 年 7月 1日現在）

注 1．取締役のうち小松章および池田康は、社外取締役です。
2．監査役の渡辺光宏、池川博士、加藤久子および久米真司は、社外監査役です。
3．当社は、社外取締役小松章、社外監査役池川博士および加藤久子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

取締役

〔独立役員〕 

池
いけ

川
がわ

　博
ひろ

士
し

 注 2,3

〔独立役員〕 

小
こ

松
まつ

　章
あきら

 注 1,3

池
いけ

田
だ

　康
こう

 注 1

財務部長

香
か

月
つき

　重
しげ

人
ひと

経営企画部
調達企画室長

中
なか

原
はら

　志
し

郎
ろう

住宅事業部長

北
きた

村
むら

　明
あき

義
よし

関西支店長

塩
しお

川
かわ

　完
かん

也
や

商業事業部長
グローバル事業部長
中国支店担当
九州支店担当

楠
くす

本
もと

　正
まさ

幸
ゆき

〔独立役員〕 

加
か

藤
とう

　久
ひさ

子
こ

 注 2,3渡
わた

辺
なべ

　光
みつ

宏
ひろ

 注 2 久
く

米
め

　真
しん

司
じ

 注 2

不動産投資推進部長
総務部長

吉
きち

条
じょう

　良
よし

仁
ひと

相談役

三
み

ツ
つ

村
むら

　正
まさ

規
き

経営企画部長
ITイノベーション部担当

常務取締役

篠
しの

田
だ

　智
さとし

プロジェクト推進部担当
ＣＳＲ担当

代表取締役副社長

西
にし

村
むら

　善
よし

治
はる

代表取締役社長

牧
まき

　貞
さだ

夫
お

ビル事業本部長
北海道支店担当、東海支店担当

常務取締役

長
は

谷
せ

川
がわ

　和
かず

弘
ひろ

（左から）
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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

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

会計監査

監査役室

監査役会

内部
監査部門
（考査室）

弁護士

コーポレート・
ガバナンス

リスク管理・
内部統制

会計監査人

コントロール・モニタリング

コーポレート・ガバナンス

コーポレート・ガバナンスの基本方針
　当社は、企業価値の最大化を図るためにはコーポ
レート・ガバナンスの充実が重要な経営課題の一つで
あると認識しており、株主の皆さまをはじめ、お客様、
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（2014 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 2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 21 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 23 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、2014 年 6 月 25 日現在の取締役会は取締役
13 名（うち社外取締役 2名。男性 13 名）、監査役会
は監査役 4名（うち社外監査役 4名。男性 3名、女性
1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
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内部統制システムを改善し、運用しています。2013
年 3 月には、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。
　リスクマネジメント委員会を設置するとともに、「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。
　反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方およびそ
の整備状況については、「内部統制システムの基本方
針」において明記するとともに、反社会的勢力からの
不当要求等に対しては、総務部を対応統括部署として、
全社横断的な対応を実施することとしています。
　また、平時の際の円滑な情報交換および有事の際の

緊急的な対応のため、警察等関連機関との連携を行っ
ています。
　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、企業倫理推進委員会で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、社員等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
徹底するなど、企業倫理・コンプライアンスの確立に
向けた取り組みを継続して実施しています。

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

28



Annual Report 2014

取締役会 監査役会

出席回数 出席率 出席回数 出席率

小松取締役 15回／ 15回 100.0% ー ー

杉村取締役 注 21回／ 21回 100.0% ー ー

坂下監査役 注 21回／ 21回 100.0% 23回／ 23回 100.0%

榎本監査役 注 21回／ 21回 100.0% 23回／ 23回 100.0%

池川監査役 21回／ 21回 100.0% 23回／ 23回 100.0%

廣井監査役 注 14回／ 15回 93.3% 14回／ 15回 93.3%

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 ) 316 274 42 14

監査役 
(社外監査役を除く ) ー ー ー ー

社外役員 64 64 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、2013 年 6 月 18 日開催の第 28 期定時株主総会の終結の時を 
もって退任した取締役 2名を含んでいます。

3．上記のほか、使用人兼務取締役の内 6名に対する使用人分賞与 21百万円 
があります。

注．取締役の杉村豊誠、常勤監査役の坂下昭、榎本晶夫および監査役の廣井孝
史は、2014 年 6月 24日付で辞任しました。

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。

役員報酬
　取締役の報酬等に関する事項につきましては、取締
役会において決定しています。
　取締役（社外取締役を除く）につきましては、月額
報酬と賞与から構成しています。月額報酬は、役位ご
との役割の大きさや責任範囲に基づき、支給すること
としています。賞与は、当期の会社業績等を勘案し支
給することとしています。また、中長期の業績を反映

　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監査の基本方針としています。
また、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、今後も内部統制システムの構築・運用状況を監視
し検証するとともに、会計監査人等とのコミュニケーション
をより一層密にし、適正な経営が遂行されるよう経営側と意
見交換を行うなど、職責を果たしていきます。

　今日の企業に求められる実力は、収益力と社会貢献力です。
グローバル化した競争市場では、将来を見据えた経営戦略
が不可欠ですが、その戦略も、社会に配慮し社会の要請に応
えるという理念にかなって初めて正当化されることになりま
す。いかなる時代環境にあっても、当社が、社会からの確た
る信頼と支持の上に誇り高く躍進する会社であり続けるため
に、私も社外取締役としての使命を自覚しながら、職責を果
たしてまいる所存です。

常勤監査役

渡
わた

辺
なべ

　光
みつ

宏
ひろ

社外取締役

小
こ

松
まつ

　章
あきら

させる観点から、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こととし、購入し
た株式は在任期間中、そのすべてを保有することとし
ています。
　社外取締役につきましては、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。
　監査役につきましては、監査役の協議にて決定して
おり、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。

社外監査役からのメッセージ社外取締役からのメッセージ
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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日付の株式分割（1株→5株）および2013年10月1日付の株式分割（1株→100株）実施後の発行済株式総数（329,120,000
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。

2006.3 2007.3 2008.3

会計年度：

営業収益 ¥110,833 ¥128,215 ¥138,206 

営業利益 21,716 25,091 28,718 

当期純利益 11,401 12,995 14,758 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,243 (5,076) 5,700 

投資活動によるキャッシュ・フロー (45,157) (32,995) (77,893)

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,214 20,823 85,038 

フリー・キャッシュ・フロー (22,913) (38,072) (72,192)

投資額 54,622 48,595 93,367 

減価償却費 23,828 23,657 23,246 

EBITDA 45,544 48,748 51,964 

会計年度末：

総資産 543,792 581,848 900,325 

純資産 ― 125,169 177,969 

自己資本 115,696 125,091 136,395 

有利子負債 268,942 293,069 451,849 

経営指標：

純収入（NOI) 47,237 50,504 52,748 

総資産利益率（ROA)（％） 4.3 4.7 4.2

自己資本当期純利益率（ROE）（％） 10.1 10.8 11.3

自己資本比率（％） 21.3 21.5 15.1

自己資本配当率（DOE）（％） 2.9 2.7 3.0 

配当性向（%） 29.1 25.3 26.8

ネットD/E レシオ（倍） 2.16 2.32 2.44

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 6.9 ― 1.2

ネット有利子負債 /EBITDA倍率（倍） 5.5 6.0 8.4

1 株当たり：

純資産 ― ¥380.08 ¥414.43 

当期純利益 ¥34.40 39.49 44.84 

配当金 10 10 12 

主要財務データ
財務情報
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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）*物件売却益等控除後
・ 総資産利益率＝（営業利益 +持分法投資損益 +負ののれん償却益）÷平均総資産
・ 自己資本当期純利益率 ＝ 当期純利益 ÷ 平均自己資本
・ 自己資本配当率 ＝ 配当金（年額） ÷ 平均自己資本
・ 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）

2009.3 2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3

¥144,277 ¥149,224 ¥145,693 ¥136,842 ¥163,168 ¥189,186 
25,244 16,129 24,324 25,365 27,401 30,458 
15,989 6,116 9,307 15,586 12,073 11,343 
(12,091) 35,168 40,417 3,704 48,089 51,870 
(57,397) 6,695 (28,257) (23,033) (39,885) (37,962)
63,079 (30,028) (14,641) 12,650 (6,660) (8,656)
(69,488) 41,863 12,159 (19,329) 8,203 13,907 

75,638 24,714 29,925 28,807 46,856 62,778 

25,762 25,520 23,388 24,765 23,766 24,566 

51,006 41,649 47,713 50,130 51,168 55,025 

936,650 916,725 910,492 928,537 941,050 985,507 
183,593 185,537 190,783 203,727 213,835 228,591 
148,150 150,232 155,534 166,012 176,221 185,616 
521,070 496,682 487,780 505,805 505,993 507,253 

64,277 61,480 56,722 54,318 53,499 51,489 
3.0 2.0 2.9 3.0 3.1 3.4
11.2 4.1 6.1 9.7 7.1 6.3
15.8 16.4 17.1 17.9 18.7 18.8
2.8 2.6 2.6 2.9 3.1 2.9
24.7 64.6 42.4 29.6 43.6 46.4
2.78 2.55 2.45 2.42 2.30 2.14 
― 4.3 5.1 0.5 6.2 7.3

10.0 11.4 9.8 9.8 9.6 8.9

（単位：円）

¥450.14 ¥456.47 ¥472.58 ¥504.41 ¥535.43  ¥563.98 
48.58 18.58 28.28 47.36 36.68 34.46 
12 12 12 14 16 16 
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不動産賃貸事業

分譲事業

（単位：百万円）

2010.3 2011.3 2012.3 2013.3 2014.3
営業収益 149,224 145,693 136,842 163,168 189,186
　不動産賃貸事業 98,092 92,608 91,069 94,509 96,595
　分譲事業 41,643 41,725 28,484 54,939 79,537
　その他 14,553 16,383 23,223 18,930 18,532
　消去 (5,064) (5,022) (5,934) (5,209) (5,478)
営業利益 16,129 24,324 25,365 27,401 30,458
　不動産賃貸事業 31,521 29,226 27,482 29,216 27,189
　分譲事業 (10,498) 533 1,374 2,914 8,222
　その他 1,358 1,212 3,090 1,580 1,729
　消去又は全社 (6,252) (6,647) (6,583) (6,310) (6,682)
営業利益率（％） 10.8 16.7 18.5 16.8 16.1
　不動産賃貸事業（％） 32.1 31.6 30.2 30.9 28.1
　分譲事業（％） (25.2) 1.3 4.8 5.3 10.3
　その他（％） 9.3 7.4 13.3 8.3 9.3

・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）*物件売却益等控除後

営業収益 41,643 41,725 28,484 54,939 79,537
マンション
　営業収益 30,677 31,627 22,392 47,372 75,486
　　首都圏 15,959 22,948 16,330 27,979 54,073
　　その他の地域 14,718 8,678 6,062 19,392 21,413
　引渡戸数（戸） 843 717 458 1,052 1,423
　　首都圏（戸） 421 463 351 564 876
　　その他の地域（戸） 422 253 107 488 547
　完成在庫（戸） 267 91 99 207 207
宅地分譲等
　営業収益 9,040 7,785 4,099 6,618 4,050
　引渡数（戸・区画） 254 326 48 63 136
　完成在庫（戸・区画） 42 27 14 37 33
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 98,092 92,608 91,069 94,509 96,595
　オフィス・商業 90,758 85,807 84,713 88,621 90,833
　住宅・その他 7,333 6,800 6,356 5,887 5,762
貸付可能面積（オフィス・商業）（㎡） 1,138,997 1,149,628 1,168,526 1,199,215 1,193,561
全国空室率（％） 6.4 5.7 5.4 6.5 7.4
　都心５区（％） 6.5 3.6 2.0 4.0 6.4
全国ＮＯＩ 61,480 56,722 54,318 53,499 51,489
　都心５区 33,445 31,305 29,907 29,121 25,617
　首都圏（都心５区を除く） 6,144 4,289 4,153 4,059 3,940
　その他の地域 21,891 21,128 20,257 20,318 21,932
賃貸等不動産時価 ― 1,180,817 1,155,467 1,159,902 1,210,052
賃貸等不動産簿価 ― 737,113 743,939 758,300 805,911

（単位：百万円）

（単位：百万円）

セグメント情報
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セグメント別営業収益分析
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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

1. 経営成績の分析
　当期におけるわが国経済は、緩やかな回復基調となりまし

た。先行きにつきましては、当面、消費税率引上げに伴う駆

け込み需要の反動により弱さが残るものの、次第にその影響

が薄れ、各種政策の効果が発現する中で、緩やかに回復して

いくことが期待されています。一方で、海外景気の下振れに

より、下押しされるリスクが存在しています。

　賃貸オフィス市場におきましては、緩やかながらも空室率が

改善傾向にある一方、賃料相場は弱含み傾向が続きました。マ

ンション分譲市場におきましては、低金利等を背景にした底堅

い消費者の購入マインドに支えられ、好調に推移いたしました。

　また、2014 年１月１日時点の地価公示におきましては、

全国平均では依然として下落しているものの、下落率の縮小

傾向が継続し、三大都市圏平均では上昇に転換するなど、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、賃貸ビルの新規

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、英国においては、ロンドン市のオフィ

スビル「265 Strand」を取得するとともに、米国においては、

現地法人を設立し、ニューヨーク市でのオフィス・商業複合

ビルの再開発プロジェクトに参画するなど、グローバル事業

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

189,186 百万円（前期比 26,017 百万円増、15.9％増）、営業

利益は 30,458 百万円（同 3,057 百万円増、11.2％増）、経

常利益は 24,865 百万円（同 2,848 百万円増、12.9％増）と

なりました。また、固定資産売却に伴う特別利益および特別

損失を計上したことや法人税等により、当期純利益は 11,343

百万円（同730百万円減、6.1％減）となりました。

（1）営業収益・営業利益
　営業収益は 189,186 百万円（前期比 26,017 百万円増、

15.9％増）となりました。営業原価は 136,519 百万円（同

19,355 百万円増、16.5％増）となりました。この結果、営

業利益は 30,458 百万円（同 3,057 百万円増、11.2％増）と

なりました。

　なお、当期のセグメントごとの状況は、以下のとおりです。

グラフ ❶

グラフ ❶
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営業収益の増＋20 営業費用の増（41）

新規
＋23

既存
（39）

原価増
（31）販管費増

（9）

その他
＋36

271

（億円）

2013

29

2014（3月期）

営業収益の増＋245 営業費用の増（192）

宅地分譲等
（35） 原価増

（166）

マンション
＋281

販管費増
（26）

82

（億円）

不動産賃貸事業　営業収益

分譲事業　営業収益

不動産賃貸事業　営業利益増減要因

分譲事業　営業利益増減要因

経営者による経営成績および財政状況等の分析

（不動産賃貸事業）

　営業収益については、新規物件の竣工に伴う増収が前期比

2,355 百万円、既存物件の空室増加等に伴う減収が同 3,915

百万円となりました。また、当第１四半期におけるアーバン

ネット入船ビルなど４物件の売却、前第１四半期における海

外物件の売却収入がなくなったことなど、その他の要因で同

3,646 百万円の増収となりました。結果として、営業収益は

96,595 百万円（同 2,086 百万円増、2.2％増）となりました。

　また、営業費用については、新規物件の原価が同 2,563

百万円増加したことおよび国内物件売却等に伴い原価が同

1,507 百万円増加したことなどにより、69,406 百万円（同

4,113 百万円増、6.3％増）となりました。

　以上の結果、営業利益は27,189百万円（同2,026百万円減、

6.9％減）となりました。

（分譲事業）

　営業収益については、マンション分譲において、前期に比

べ、引渡戸数が増加したことや高額物件が多かったことなど

により、前期比 28,114 百万円の増収となりました。また、

宅地分譲等においては、前期における大規模な土地売却収入

がなくなった影響などにより同 3,516 百万円の減収となりま

した。結果として、営業収益は 79,537 百万円（同 24,598

百万円増、44.8％増）となりました。

　また、営業費用については、営業収益の増加に伴い原価が

増加したことなどにより、71,315 百万円（同 19,290 百万円

増、37.1％増）となりました。

　以上の結果、営業利益は 8,222 百万円（同 5,307 百万円増、

182.1％増）となりました。

（2）営業外収支・経常利益
　営業外収益は、負ののれん償却額の減少等により前期比

174 百万円減少し、2,326 百万円となりました。また、営業

外費用は一部借入金の期限前償還手数料 470 百万円の計上お

よび支払利息が 588 百万円減少したこと等により同 33百万

円増加し、7,919 百万円となりました。

　以上の結果、経常利益は24,865百万円（同2,848百万円増、

12.9％増）となりました。
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 ・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

（単位：百万円）
2013.3 2014.3

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
33,180

28,007
1,779 33,809

28,901
1,535首都圏 

（都心5区を除く） 3,393 3,372

その他の地域 23,216 20,858 2,358 22,300 19,930 2,369

合計 56,397 52,259 4,137 56,109 52,204 3,905

（単位：百万円）
2013.3 2014.3

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
33,180

28,007
1,779 29,557

24,649
1,535首都圏 

（都心5区を除く） 3,393 3,372

その他の地域 20,318 17,960 2,358 21,932 19,611 2,320

合計 53,499 49,361 4,137 51,489 47,633 3,856

（3）税金等調整前当期純利益
　特別利益は 8,576 百万円（前期比 8,186 百万円増、

2,101.1％増）となりました。これは、資産組換えに伴う固

定資産売却益 6,434 百万円および関係会社有価証券売却益

2,142 百万円を計上したことによるものです。

　特別損失は 13,103 百万円（同 9,666 百万円増、281.3％増）

となりました。これは主には、資産組換えに伴う固定資産売

却損 8,779 百万円および減損損失 2,848 百万円等を計上し

たことによるものです。

　以上の結果、税金等調整前当期純利益は 20,338 百万円（同

1,368 百万円増、7.2％増）となりました。

（4）当期純利益
　税金等調整前当期純利益は前期比で増加しておりますが、

法人税等が前期比 1,990 百万円増加し、少数株主利益が同

109 百万円増加したことにより、当期純利益は 11,343 百万

円となり、同 730 百万円（6.1％）減少しました。

（5）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一方、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、アーバンネッ

ト入船ビル（東京都中央区）等の売却を行いました。

　一方、新規ビルの開発事業につきましては、品川シー

ズンテラス（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）、（仮称）目白２丁目プロジェクト（東

京都豊島区）、アーバンネット日本橋二丁目ビル（東京都

中央区）、アーバンネット銀座一丁目ビル（東京都中央区）

等が進行中です。

　なお、当期においては、「レソラ　サウステラス」（福

岡県福岡市）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 96,595 百万円（前期比 2,086 百万円増、2.2％増）、

営業費用は 69,406 百万円（同 4,113 百万円増、6.3％増）、

営業利益は 27,189 百万円（同 2,026 百万円減、6.9％減）

となりました。

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 56,109 百万円（前期比 287百万円減、

0.5％減）となりました。首都圏においては、既存ビルの

減収等があるものの、物件売却による利益計上等により、

33,809 百万円（同628百万円増、1.9％増）となりました。

海外を含むその他の地域においては、グランフロント大阪

（大阪府大阪市）等の前期に竣工した物件による増収等が

あるものの、前期における英国ロンドン市のオフィスビル

の売却等により、22,300 百万円（同916百万円減、3.9％

減）となりました。

　なお、物件売却等の影響を除く地域別・用途別の状況

は以下のとおりです。

※ 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）
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分譲事業における種類別・地域別の営業収益状況

区　分
2013.3 2014.3

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 564 27,979 876 54,073

その他の地域 488 19,392 547 21,413
完成在庫 207 ― 207 ―

宅地分譲等
引渡数 首都圏 6 4,195 19 519

その他の地域 57 2,423 117 3,530
完成在庫 37 ― 33 ―

マンション
宅地分譲合計
引渡数 首都圏 570 32,175 895 54,593

その他の地域 545 21,815 664 24,943
完成在庫 244 ― 240 ―

その他
引渡数 首都圏 1 948 ― ―

その他の地域 ― ― ― ―
完成在庫 ― ― ― ―

総合計（収益） ― 54,939 ― 79,537

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30戸、当期
は76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5区
画、当期は11区画含まれています。

　3. 宅地分譲等の引渡数のうち、前期は
2件（5,276 百万円）、当期は 2件
（1,714 百万円）が土地の一括売却
によるものです。

　4. 前期における「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。

賃貸等不動産の連結貸借対照表計上額および時価（2014年 3月期）

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（83,412百万円）であり、
主な減少要因は販売用不動産への振替（5,078百万円）、不動産売却（22,559
百万円）および減損損失（2,838百万円）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。

※ 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）*物件売却益等控除後

（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額

期末の時価
期首残高 増減額 期末残高

758,300 47,611 805,911 1,210,052
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NOI※

経営者による経営成績および財政状況等の分析

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）」ブランドのもと、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、ウェリス代官山猿楽

町（東京都渋谷区）、ウェリス有栖川（東京都港区）、ウェ

リス稲毛（千葉県千葉市）、ウェリス舞子（兵庫県神戸市）

等の引渡しを行い、過年度竣工物件を含め過去最多となる

1,423戸の引渡しを行いました。また、当期には、新たに

ウェリスつくば研究学園テラス（茨城県つくば市）、ウェ

リス鶴見緑地（大阪府大阪市）等の販売を開始しました。

宅地・戸建分譲につきましては、ウェリスパーク新宮杜の

宮（福岡県糟屋郡）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や販売単価の上昇等により、

営業収益は 79,537 百万円（前期比 24,598 百万円増、

44.8％増）、営業費用は 71,315 百万円（同 19,290 百万

円増、37.1％増）、営業利益は 8,222 百万円（同 5,307

百万円増、182.1％増）となりました。

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

準を適用した「大手町フィナンシャルシティ ノースタワー」

が前期に竣工し収益実績がないことや連結子会社における
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総資産
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純資産

受託工事収入の増加などにより、営業収益は18,532百万

円（前期比397百万円減、2.1％減）、営業費用は16,802

百万円（同546百万円減、3.2％減）、営業利益は1,729

百万円（同148百万円増、9.4％増）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 985,507 百万円となり、前期末比では

44,456 百万円増加しました。

　流動資産は125,351百万円となり、前期末比では6,491

百万円減少しました。これは、主に、固定資産からたな

卸資産への振り替え等により、販売用不動産が同 9,851

百万円増加したものの、分譲マンションの竣工が仕入れ

を上回り、仕掛販売用不動産が同 19,016 百万円減少し

たことによるものです。

　固定資産は 860,155 百万円となり、前期末比では

50,948 百万円増加しました。これは、資産組換えに伴う

物件売却や減価償却の進展等により建物及び構築物（純

額）が同 19,089 百万円減少したものの、新規投資や大

手町二丁目地区第一種市街地再開発事業に伴う権利変換

等により土地が同 63,003 百万円増加したことなどによ

るものです。

●負債
　負債の部は 756,915 百万円となり、前期末比では

29,700 百万円増加しました。これは、受入敷金保証金が

同 4,934 百万円減少し、また負ののれんが同3,682 百万

円減少したものの、大手町二丁目地区第一種市街地再開発

事業の土地取得に伴うその他の固定負債に含まれる長期未

払金が同40,138百万円増加したことなどによるものです。

　また、当期末の有利子負債（短期借入金 473 百万

円、１年内返済予定の長期借入金 57,412 百万円、社

債 100,967 百万円、長期借入金 348,400 百万円）は

507,253 百万円となり、前期末比では 1,260 百万円増加

しましたが、これはUD EUROPE LIMITEDの長期借入

金が増加したことなどによるものです。なお、現金及び現

金同等物等を控除したネット有利子負債は 488,345 百万

円となり、前期末比では3,028百万円減少しています。

●純資産
　純資産の部は228,591百万円となり、前期末比では

14,755百万円増加しました。これは、株主資本が同5,747

百万円増加したこと、為替換算調整勘定の増加等によりそ

の他の包括利益累計額が同3,647百万円増加したこと、お

よび、ユーディーエックス特定目的会社の持分売却に伴い少

数株主持分が同5,360百万円増加したことによるものです。
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（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+
（2014 年 3月 31日現在）

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2010 2011 2012 2013 2014

24,566

（百万円）

（3月期）

2013 2014（3月期）

（単位：億円）
■フリー・キャッシュ・フローは対前期末＋57億円の139億円

現金及び
現金同等物
187

現金及び
現金同等物
128

財務
（86）

投資
（379）

営業
＋518

※現金及び現金同等物に係る換算差額については記載を省略しています。それに
より生じるグラフの誤差については調整しています。

減価償却費

キャッシュ・フローの状況

経営者による経営成績および財政状況等の分析

（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は、前期末に比べ 5,989

百万円増加し、18,798 百万円となりました。なお、当期末に

おけるフリー・キャッシュ・フローは前期より5,704 百万円増

加し、13,907 百万円の収入となりました。

●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、

51,870 百万円の収入となり、前期比 3,780 百万円増加

しました。これは、売上債権の増加（同 5,973 百万円）

による支出の増加があった一方、税金等調整前当期純利

益の増加（同 1,368 百万円）、たな卸資産の減少（同 5,515

百万円）、仕入債務の増加（同 3,537 百万円）による収

入の増加があったことなどによるものです。

●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、37,962 百万円

の支出となり、前期比では支出が1,923百万円減少しまし

た。これは、有形固定資産の売却（前期比17,043百万円増）

および関係会社有価証券の売却（同5,639百万円増）によ

る収入の増加が、有形固定資産の取得（同26,221百万円増）

による支出の増加を上回ったことなどによるものです。

●財務活動によるキャッシュ・フロー
　財務活動によるキャッシュ・フローは、8,656 百万円

の支出となりました。これは、長期借入金の返済（64,689

百万円）、社債の償還（62,123 百万円）、配当金の支払

（5,594 百万円）等による支出が、長期借入れ（119,222

百万円）、社債の発行（15,990 百万円）による収入を上回っ

たことによるものです。

（3）資金調達・配当政策
●資金調達
　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

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。

　当期の年間配当については、１株当たり16円としました。

　2015年３月期の配当につきましては、今後の利益水準や

中長期的な事業動向等を勘案しつつ決定することとし、現

時点では、年間配当は１株当たり16円を予定しています。

※ 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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セグメントの名称 2014.3　（百万円）

不動産賃貸事業 61,255
分譲事業 13
その他の事業 85
計 61,354
全社 140
合　計  61,495
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62,778

（百万円）

（3月期）

投資額

　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、東新ビル（東京

都港区）26,260 百万円、「265 Strand」（英国ロンドン市）

12,368 万円（80 百万英ポンド）、芝浦水再生センター再構

築に伴う上部利用事業〔品川シーズンテラス〕（東京都港区）

7,306 百万円、リニューアル投資8,266 百万円です。

　なお、その他の投資として、投資有価証券 1,282 百万円を

取得し、全体の投資額は 62,778 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。

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、2014

年6月25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

49.6% 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、地価および建築コストの高騰に伴

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。

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、

（注）上記金額につきましては、2013年９月 30日を基準日として、2013
年 10月１日付で、普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っ
た影響を考慮して記載しています。

グラフ 10

グラフ 10
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2013.3 2014.3

総資産額（百万円） 941,050 985,507

有利子負債額（百万円） 505,993 507,253

有利子負債額／総資産額（%） 53.8 51.5

営業収益（百万円） 163,168 189,186

支払利息（百万円） 7,665 7,077

支払利息／営業収益（%） 4.7 3.7

経営者による経営成績および財政状況等の分析

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。

④有利子負債残高の影響
　当社グループは国内外で資金調達をしており、当期末

の連結有利子負債残高 507,253 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。

（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・工事請負契約および設計・施工に関するリスク
　売買契約や工事請負契約などの契約に関する契約書類

の未整備や契約書の条項の不備など、または設計・施工

段階における管理不足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
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2013.3 2014.3

不動産賃貸事業収益（百万円） 82,208 87,730

NTTグループからの収益（百万円） 26,341 28,366

NTTグループからの収益／
不動産賃貸事業収益（%） 32.0 32.3

不動産賃貸事業（単体）におけるNTTグループとの取引

　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

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、2014年 6月

25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。

41



（単位：百万円）

2013.3 2014.3

資産の部

流動資産

現金及び預金  ¥　12,148 ¥　18,313

受取手形及び営業未収入金 13,786 18,058

販売用不動産 21,706 31,558

仕掛販売用不動産 65,576 46,559

未成工事支出金 346 300

原材料及び貯蔵品 55 80

リース投資資産 3,617 3,689

預け金 1,370 1,695

繰延税金資産 1,141 933

その他 12,094 4,163

貸倒引当金 (0) (1)

流動資産合計 131,843 125,351

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 719,274 703,758

減価償却累計額 (380,097) (383,671)

建物及び構築物（純額） 339,176 320,087

機械装置及び運搬具 14,027 13,630

減価償却累計額 (11,896) (11,799)

機械装置及び運搬具（純額） 2,131 1,831

土地 409,130 472,133

リース資産 399 332

減価償却累計額 (265) (185)

リース資産（純額） 134 147

建設仮勘定 7,012 14,099

その他 16,136 15,458

減価償却累計額 (12,815) (12,722)

その他（純額） 3,321 2,736

有形固定資産合計 760,907 811,035

無形固定資産 5,756 5,427

投資その他の資産

投資有価証券 19,056 19,986

長期前払費用 16,765 16,176

繰延税金資産 422 394

その他 6,299 7,136

投資その他の資産合計 42,544 43,692

固定資産合計 809,207 860,155

資産合計 ¥ 941,050 ¥ 985,507

連結貸借対照表
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（単位：百万円）

2013.3 2014.3

負債の部

流動負債

支払手形及び営業未払金 ¥   10,742 ¥   11,850

短期借入金 10,321 473

リース債務 45 48

1 年内返済予定の長期借入金 56,041 57,412

1 年内償還予定の社債 62,123 ―

未払法人税等 3,351 1,657

繰延税金負債 316 377

その他 34,495 29,201

流動負債合計 177,439 101,021

固定負債

社債 84,971 100,967

長期借入金 292,533 348,400

リース債務 133 143

受入敷金保証金 74,628 69,694

負ののれん 26,617 22,935

繰延税金負債 61,116 63,841

退職給付引当金 6,388 ―

役員退職慰労引当金 102 67

退職給付に係る負債 ― 6,404

資産除去債務 3,172 3,180

その他 110 40,258

固定負債合計 549,775 655,893

負債合計 727,215 756,915

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 91,402 97,150

株主資本合計 174,272 180,020

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,131 976

為替換算調整勘定 817 4,447

退職給付に係る調整累計額 ― 171

その他の包括利益累計額合計 1,948 5,596

少数株主持分 37,614 42,975

純資産合計 213,835 228,591

負債純資産合計 ¥941,050 ¥985,507
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（単位：百万円）

（連結損益計算書） 2013.3 2014.3
営業収益 ¥163,168 ¥189,186
営業原価 117,163 136,519
営業総利益 46,004 52,666
販売費及び一般管理費 18,603 22,207
営業利益 27,401 30,458
営業外収益
　受取利息 79 44
　受取配当金 85 76
　受取分担金 249 138
　固定資産受贈益 1 60
　負ののれん償却額 1,926 1,853
　持分法による投資利益 82 71
　その他 76 82
　営業外収益合計 2,500 2,326
営業外費用
    支払利息 7,665 7,077
    その他 220 842
    営業外費用合計 7,885 7,919
経常利益 22,016 24,865
特別利益
    固定資産売却益 389 6,434
    関係会社有価証券売却益 ― 2,142
    特別利益合計 389 8,576
特別損失
    固定資産売却損 508 8,779
    固定資産除却損 2,119 1,476
    減損損失 800 2,848
    その他 8 ―
    特別損失合計 3,436 13,103
税金等調整前当期純利益 18,969 20,338
法人税、住民税及び事業税 5,747 4,593
法人税等調整額 (202) 2,940
法人税等合計 5,544 7,534
少数株主損益調整前当期純利益 13,425 12,803
少数株主利益 1,351 1,460
当期純利益 ¥   12,073 ¥   11,343

（単位：百万円）

（連結包括利益計算書） 2013.3 2014.3
少数株主損益調整前当期純利益 ¥   13,425 ¥   12,803
その他の包括利益
    その他有価証券評価差額金 1,022 (158)
    為替換算調整勘定 2,039 3,629
    その他の包括利益合計 3,062 3,470
包括利益 16,487 16,274
  （内訳）
   親会社株主に係る包括利益 15,145 14,818
   少数株主に係る包括利益 ¥     1,341 ¥     1,455

連結損益計算書および連結包括利益計算書
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2013.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 ¥48,760 ¥34,109 ¥84,265 ¥167,135
当期変動額
　剰余金の配当 （2,632） （2,632）
　中間配当 （2,303） （2,303）
　当期純利益 12,073 12,073
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 7,136 7,136
当期末残高 ¥48,760 ¥34,109 ¥91,402 ¥174,272

2014.3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：百万円）

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

当期首残高 ¥48,760 ¥34,109 ¥91,402 ¥174,272
当期変動額
　剰余金の配当 （2,962） （2,962）
　中間配当 （2,632） （2,632）
　当期純利益 11,343 11,343
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計 ― ― 5,747 5,747
当期末残高 ¥48,760 ¥34,109 ¥97,150 ¥180,020

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 ¥98 ¥（1,221） ― ¥（1,122） ¥37,714 ¥203,727
当期変動額
　剰余金の配当 （2,632）
　中間配当 （2,303）
　当期純利益 12,073
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,032 2,039 ― 3,071 （100） 2,971
当期変動額合計 1,032 2,039 ― 3,071 （100） 10,108
当期末残高 ¥1,131 ¥817 ― ¥1,948 ¥37,614 ¥213,835

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証

券評価差額金
為替換算
調整勘定

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合計

当期首残高 ¥1,131 ¥817 ― ¥1,948 ¥37,614 ¥213,835
当期変動額
　剰余金の配当 （2,962）
　中間配当 （2,632）
　当期純利益 11,343
　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） （154） 3,629 171 3,647 5,360 9,007
当期変動額合計 （154） 3,629 171 3,647 5,360 14,755
当期末残高 ¥976 ¥4,447 ¥171 ¥5,596 ¥42,975 ¥228,591

連結株主資本等変動計算書
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（単位：百万円）

2013.3 2014.3
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 ¥   18,969 ¥   20,338
　減価償却費 23,766 24,566
　負ののれん償却額 (1,926) (1,853)
　減損損失 800 2,848
　のれん償却額 141 136
　貸倒引当金の増減額［（　）は減少］ (0) 0
　退職給付引当金の増減額［（　）は減少］ 362 (6,388)
　退職給付に係る負債の増減額［（　）は減少］ ― 6,404
　受取利息及び受取配当金 (164) (120)
　支払利息 7,665 7,077
　持分法による投資損益［（　）は益］ (82) (71)
　固定資産売却益 (389) (6,434)
　固定資産除却損 2,119 1,476
　固定資産売却損 508 8,779
　関係会社有価証券売却益 ― (2,142)
　リース投資資産の増減額［（　）は増加］ (444) (72)
　売上債権の増減額［（　）は増加］ 1,702 (4,270)
　たな卸資産の増減額［（　）は増加］ 13,208 18,724
　仕入債務の増減額［（　）は減少］ (2,433) 1,104
　受入敷金保証金の増減額［（　）は減少］ (3,691) (9,362)
　その他 (1,629) 4,344
　小計 58,483 65,084
　利息及び配当金の受取額 189 146
　利息の支払額 (7,804) (7,073)
　法人税等の支払額 (2,779) (6,287)
　営業活動によるキャッシュ・フロー 48,089 51,870
投資活動によるキャッシュ・フロー
　有価証券の払戻による収入 ― 3,900
　有形固定資産の取得による支出 (40,689) (66,911)
　有形固定資産の売却による収入 3,228 20,271
　投資有価証券の取得による支出 (465) (1,282)
　関係会社有価証券の売却による収入 ― 5,639
　その他 (1,958) 420
　投資活動によるキャッシュ・フロー (39,885) (37,962)
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 (9,848)
　長期借入れによる収入 29,793 119,222
　長期借入金の返済による支出 (48,712) (64,689)
　社債の発行による収入 10,000 15,990
　社債の償還による支出 (1,611) (62,123)
　配当金の支払額 (4,936) (5,594)
　少数株主への配当金の支払額 (1,441) (1,559)
　その他 (72) (53)
　財務活動によるキャッシュ・フロー (6,660) (8,656)
現金及び現金同等物に係る換算差額 305 737
現金及び現金同等物の増減額［（　）は減少］ 1,848 5,989
現金及び現金同等物の期首残高 10,960 12,809
現金及び現金同等物の期末残高 ¥   12,809 ¥   18,798

連結キャッシュ・フロー計算書
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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

UD USA Inc. 傘下の持分法適用関連会社 4社 米国デラウェア州 ― ― ―

関係会社の状況（2014 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 61.0 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

UD USA Inc. 米国デラウェア州 米ドル
100 100.0 米国における不動産への投資および運用

UD USA Inc. 傘下の連結子会社 2社 米国デラウェア州 ― ― ―

注  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。

関係会社の状況／支店ネットワーク
コーポレートデータ

国内支店ネットワーク（2014 年 7月 1日現在）

〒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

北一条大和田ビル
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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経営情報 物件竣工情報
12月
10月
5月

 米国ニューヨーク市において再開発プロジェクトに参画
 米国に現地法人を設立
 「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

沿革
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金融機関　8.0%個人・その他（国内）　4.5%
証券会社　0.7%

外国法人等　19.1%

事業会社・その他の
法人（国内）　67.8%
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当社株価

TOPIX

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 221,481,500 67.30％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 7,849,900 2.39％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 7,484,000 2.27％

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 3,390,200 1.03％

RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON 
LENDING ACCOUNT 3,071,100 0.93％

ザ　バンク　オブ　ニユーヨーク　133522 2,555,400 0.78％

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 2,144,685 0.65％

ステート　ストリート　バンク　アンド
トラスト　カンパニー　505223 1,849,942 0.56％

モルガンスタンレーアンドカンパニー
エルエルシー 1,771,945 0.54％

RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT - 
TREATY RATE 1,638,000 0.50％

※ 2013 年 10 月 1日付で、普通株式 1株につき 100 株の株式分割を実施しております。株価につきましては、当該株式分割に伴う影響を加味し、遡及修正を行って
おります。

投資家情報 （2014 年 3月 31日現在）

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

776 名（連結）

北海道支店、東海支店、関西支店、中国支店、
九州支店

会社データ

会社が発行する株式の総数
発 行 済 株 式 の 総 数
株 主 数
（ う ち 単 元 未 満 株 主 数

1,050,000,000 株
329,120,000 株

18,601 名
60 名）

株式の状況

当社株価（終値）と東証株価指数（TOPIX）の推移（2011 年 4月 1日を 100 として指数化）

大株主（上位 10名）

株式所有者別分布状況（出資比率）
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ＮＴＴ都市開発株式会社
〒 101-0021
東京都千代田区外神田四丁目 14番 1号  秋葉原UDX
TEL:（03）6811-6300( 代表 )　FAX:（03）5294-8500
URL:http://www.nttud.co.jp/


