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NTT都市開発株式会社
代表取締役社長

牧 貞夫

当社は1986年にNTTグループの総合不動産会社として設立され、2016年

1月に30周年を迎えました。不動産業界では比較的後発で、規模も中堅程度の

当社が、競争の激しいこの業界で事業を行うには、公共性の高いNTTグループ

の一員であるという社会的信用度の高さが、用地取得時の信用力、資金調達力

等において大きなメリットでした。

当社は大手町を中心とした一等地にオフィスビルなどを開発し、賃貸すること

から事業を拡大してきており、そういった優良な資産を保有していること、また、

ICT技術をベースにした新しいテクノロジーを活用してオフィスや住まいをより

安全で快適にする提案ができることも、他社にはないアドバンテージであり、開

発案件の付加価値向上に大きく寄与しています。

少子高齢化の進展によって人口減少社会を迎え、国内の不動産市場を取り巻

く環境が厳しさを増すなか、これまで通りのビジネスを漫然と続けるだけでは生

き残っていけないと言う危機感を抱いています。

物がなかった時代には、ただ作ればそれだけで喜ばれましたが、物があふれて

いる現在ではそれだけでは通用しません。これまでのようなハード中心の時代

は終わりを告げ、ハードとソフト、さらにはコンテンツを含め、より幅広い側面から

の価値創造が求められる時代となっています。私たちはこうした認識のもと、お

客様が求めるもの、社会が求めるものを創造しなければなりません。そのために

は、お客様のニーズに寄り添う“誠実さ”と、前例に頼ることなく未知のまちづくり

に挑む“革新性”が必要です。

2014年6月に新たなコーポレートスローガン「誠実に、革新的に」を策定した

のも、そうした危機感の現れと言えます。このスローガンのもと、すべての事業

領域において抜本的な変革を進めてきましたが、その意志を社内外に改めて

示すため、この度、新たなコーポレートシンボルを発表しました。

スローガンやシンボルに込めた想いを従業員一人ひとりが意識し、他社の

後追いではなく自分たちにしかできないまちづくりに注力していく。この姿勢を

徹底することで、大小多様な不動産会社のなかでも他にはないユニークな存在

として、規模の競争や価格競争に巻き込まれることなく安定した成長を続けて

いきます。

NTT都市開発の優位性

豊富で優良な
アセット

社会的な信用度
用地取得や
ファイナンス
上の優位性

不動産の
付加価値向上

恵まれた開発リソース

ICT分野の
知見･ノウハウ

あらゆる事業領域で「誠実に、革新的に」を徹底し、
お客様や社会の求める価値を創出していきます

不動産業界における貴社の強みは？
NTTグループの一員であることは、
さまざまな面で強みとなっています。

A
Q

今後の成長戦略について教えてください。
ハードだけでなく、ソフトやコンテンツも含めた価値創造を
追求することで、競争が激化する不動産市場で
独自の存在感を発揮していきます。

A
Q
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NTT都市開発株式会社
代表取締役社長

牧 貞夫
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※各プロジェクトは計画段階にあり、今後変更になる可能性があります。※大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業　A棟の略称

ICTを駆使した
新しいワークスタイルの創出

複合開発案件へ

高付加価値化の追求
現地パートナーの開拓と

海外ノウハウの蓄積

ノウハウの共有･水平展開サービス付き高齢者向け住宅へ

当社は現在、2018年度に向けた中期経営計画「中期ビジョン2018」を推進し

ています。この計画は「お客様・マーケット志向の徹底」と「イノベーションの追求」

を基本戦略に、各事業においてさまざまな改革を進めることで、営業収益2,000

億円、営業利益300億円の達成をめざすものです。

2015年度もこの計画を着実に推進し、営業利益については前倒しで目標を

達成することができました。但し、これは物件売却益も含んでおり、こうした一過

性の利益に頼らず、定常的に300億円の営業利益を出せる企業にしていくこと

が中期経営計画の目的です。

そのためには、新しい収益源を確保し、ポートフォリオを多様化させることが欠

かせません。従来の主力であったオフィスに加えて、ホテルなど商業施設の拡大

を図ってきたのも、海外主要都市での資産獲得に注力しているのも、その一環

です。今後もこうした多様化を進めるとともに、幅広い施設を開発･運用するな

かで培ったノウハウを組み合わせて、オフィス+ホテル、住宅＋商業施設といった

複合開発物件や、オフィスから住宅へのコンバージョンなど、新しい領域にも積

極的に取り組んでいきます。

また、日本全国に保有する資産を棚卸し、コア資産、準コア資産、ノンコア資産

に分類しています。今後はこの分類を踏まえて、自社での保有･活用だけでなく、

J-REITや私募REITへの売却を含めて、メリハリをつけたポートフォリオマネジメ

ントを進めることで、バランスシートの最適化を図っていきます。

ポートフォリオの多様化と各事業の方向性

開発パイプライン

インバウンド対応の強化

大手町2－1プロジェクト※ 約202,000m2
（A棟全体）

約35,900m2

̶

̶

約20,808m2

約40,000m2

̶

̶

̶

̶

̶

̶

約100,000sqf

約138,000sqf

約106,000sqf

竣工

竣工

竣工

竣工

開業着工

箱根開業

開業

開業

竣工

開業着工

開業着工

着工

2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度～

新橋一丁目プロジェクト

ユニバーサルシティ駅前プロジェクト

滞在型スモールラグジュアリーホテルプロジェクト

沖縄瀬良垣プロジェクト

元 清水小学校利活用プロジェクト

新風館再開発プロジェクト

原宿駅前プロジェクト

̶

̶

NTTグループと連携したサービス付き高齢者向け住宅

マンションリノベーション事業

125 West 25th Street （ニューヨーク）

1 King William Street （ロンドン）

1015 18th Street （ワシントンD.C.）

南青山プロジェクト

NTTグループCRE

新橋駅西口プロジェクト

神田駅西口プロジェクト

ホテル･リゾート領域へ

中期経営計画の進捗と、
目標達成への取り組みについて教えてください。

ポートフォリオの多様化によって安定した成長を実現するとともに、
そこで得られた幅広いノウハウを結集して
複合開発物件に注力します。

A

Q

国内事業

オフィス事業

開発プロジェクト 延床面積

商業事業・ホテル・リゾート事業

住宅事業

グローバル事業

再開発事業等

商業事業 オフィス事業 住宅事業 グローバル事業
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09
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そのためには、新しい収益源を確保し、ポートフォリオを多様化させることが欠
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● 災害時の
 インフラ整備
● イベント協力● 屋上緑化などの

 環境保全技術

● プロジェクトの企画
● サ高住の運営
● 介護事業所の出店

● 遊休不動産の利活用
● 事業主（建築主）
● プロジェクトの企画

● 建物管理

NTTグループのシナジー

「つなぐTOWN」
NTTグループフォーメーション

近年では、ICTの急激な進化にともない、NTTグループ自体が大きな過渡期

を迎えています。例えば、従来の固定電話向けの通信施設が不要になりつつあ

るなか、その施設や土地をどう有効活用していくかがグループ経営上の重要

課題となっています。当社はグループ内の総合不動産会社として、グループ

CRE（企業不動産：Corporate Real Estate）戦略実現のために、様々な提案を

していきます。例えば、NTTグループの社宅跡地で、分譲マンションとサービス

付き高齢者向け住宅を隣接地で同時開発する「つなぐTOWNプロジェクト」を

行っています。

こうしたグループ不動産を再開発するうえでは、長きにわたって築き上げた

地域社会との信頼関係を大切にし、自らの土地･施設だけでなく、地域全体の

価値向上につながる“まちづくり”の視点が不可欠です。その地域固有の歴史

や文化を尊重し、景観との調和を図るなど、住む人や訪れる人の目線に立って

最適な提案をすることで、その街の一員として、街とともに発展していけると考

えています。

お客様や社会の求める価値を生み出していくためには、その源泉となる従業

員一人ひとりの創造性を高めていく必要があると考えています。そのため、シス

テム化できる仕事は積極的に効率化し、その分、よりクリエイティブな仕事に注

力できる環境づくりを進めています。

加えて重視しているのがダイバーシティ、すなわち人材の多様化です。ダイ

バーシティというと性差だけが注目されがちですが、国籍や言語、専門など、幅

広い意味での多様性を尊重し、融合を図ることがこれまでにない新しい価値の

創造につながります。

その実現のため、東京大学とのコラボレーションによる人の流れの解析に

基づく新たな都市計画の研究や、国内外の大学院や研究機関への派遣、海外の

プロジェクトへの若手社員の積極的な登用など、社員に多様な経験ができる

機会を提供しています。

幅広い経験を積んだ人材が、部門の壁を超えて活発に交流することで、見た

ことのないような化学反応を起こすことを期待しています。

つなぐTOWNプロジェクト ウエリス武蔵野関町
NTTグループのシナジーを活かし、分譲マンションとサービス付き高齢者向け住宅を隣接地で
同時開発する「つなぐTOWNプロジェクト」に取り組んでいます。
詳細はP19の特集をご覧ください。

2015年度にはダイバーシティ推進室を事務局として「働き方改革プロジェク
ト」を立ち上げ、社内のトライアルチームにおいて働き方の見直しを行いました。
2016年度も引き続き実施しています。

当社は2016年1月に「イクボス企業同盟」に加盟しました。「イクボス」とは、部下
やスタッフのワーク・ライフ・バランスを考えながら、業績面でも結果を出しつつ、
自らも仕事と私生活を楽しむことができる上司のことです。

NTTグループの一員としての今後の取り組み方針を
お聞かせください。

グループのCRE戦略の一員としての役割を果たしながら、
グループ最適、さらには周辺地域の皆様にとっても
最適なまちづくりを追求していきます。

A

Q

これまで伺った戦略を実現するうえで、
どのような組織づくりを進めていますか？

多様性をもった従業員を育成するとともに、
働き方改革に取り組んでいます。

A

Q

働き方改革プロジェクト 「イクボス企業同盟」に加盟
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