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「人」と「街」と「自然」の調和を目指して

【配当金受取方法についてのお知らせ】

振込口座をご指定されていない株主さまには「郵便振替支払通知書」にて配当金をお受け取りいただいておりましたが、日本郵政公社の民営化により、「配当金領収証」に
て配当金をお受け取りいただくこととなりました（最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて配当金をお受け取りいただけます）。



　そもそも土地に「定価」はありませんから、広さや環境、利便性、

人気によって価格が変動します。とはいえ、“言い値に買い値”では

高いか安いかがわかりにくく、公正な取引ができません。

　そこで、政府は土地取引価格に対する指標として、全国的な調査

に基づいた土地の値段を調査・公表しています。主なものは「公示

地価」「基準地価」「路線価格」の3つです。

　「公示地価」は国土交通省が毎年1月1日時点の土地の価格を

調査するもので、全国3万地点について、不動産鑑定士による鑑

定評価に基づき価格を判定します。「基準地価」は各都道府県が

毎年7月1日時点の土地の価格を調査するもので、不動産鑑定評

価の際に公示地価を補完する役割を果たします。一方、「路線価

格」は国税庁が毎年1月1日時点の路線（公道）に対して価格をつ

けるもので、相続税・贈与税の算定基準となります。

　9月19日発表の「基準地価」では、最高価格地点は2年

連続で東京・銀座2丁目の明治屋銀座ビル。

1㎡当たり2,530万円でした。

地  価
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のツインタワーである「大手町
ファーストスクエア」。JRおよび
地下鉄等のネットワークに恵ま
れた最高の立地にあり、多種多
様なビル機能を備えています。
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株主の皆さまへ

第23期グループ中間決算のご報告
　当中間期におきましては、景気の回復を背景に、商業

地域の基準地価（平成19年7月1日時点）が全国平均で

16年ぶりに上昇に転じるなど、バブル崩壊後、長らく続いた

「土地デフレ」からの脱却が鮮明になる中、特に東京、大

阪、名古屋の3大都市圏が牽引役となり、不動産市況は好

調に推移しております。

　賃貸オフィスビル市場については、東京都心部を中心に

オフィス需要が旺盛で、空室率の解消が進み、市場賃料の

上昇が続いております。また、マンション分譲市場について

は、首都圏を中心に物件価格は上昇傾向にありますが、立

総合不動産会社としての更なる発展を目指して

　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。ここに第23期中間期（平成19年4月1

日～平成19年9月30日）の中間報告書をお届するにあたり、ご挨拶申しあげます。

　当社グループは「Ｗｅ ｃｒｅａｔｅ ｈａｒｍｏｎｙ．」というスローガンのもと、「人」「街」「自然」が調和

する快適空間の創造を目的として、高い建築品質と先端技術、快適な居住のための機能性、

利便性、安全性を徹底的に追求しております。具体的な事業の展開としましては、コア事業であ

る不動産賃貸事業・分譲事業の拡大による収益力の向上はもとより、継続的な成長に向けて、

「秋葉原UDX」に続く大型開発プロジェクトである「大手町一丁目地区第一種市街地再開発

事業」や「大阪駅北地区先行開発区域開発プロジェクト」に着手し、順調に進捗させてまいり

ました。また、ファンドスキームの活用により増収を図るなど、更なる発展に向けた成長基盤を着

実に確立し、企業価値の向上に努めてまいりました。
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株 主 の 皆さまへ

地や商品企画による物件の選別化が強まり、売れ行きの

二極化が進んでおります。

　こうした事業環境の中、当中間期における当社グルー

プの連結業績は、営業収益56,604百万円（前年同期比

871百万円増）、営業利益11,056百万円（同411百万

円減）、経常利益9,970百万円（同639百万円減）、中間

純利益5,985百万円（同253百万円減）となりましたが、

当初の業績予想に対しては、順調に推移しております。

数々の成果をあげた中期経営計画「Ｃ＆Ｐ07」
　当社グループでは、2007年度（平成20年3月期）を最

終年度とする3カ年の中期経営計画「Ｃ＆Ｐ07（Change 

& Proceed to 2007）」に取り組んでまいりました。不動産

賃貸事業・分譲事業の確実な拡大を目標として、各種

施策の遂行に全社を挙げて全力で取り組んだ結果、 

不動産デベロッパーとしての継続的な成長を可能とする魅力

的な開発プロジェクトに着手し、コンスタントな開発を実現する

ことができました。期間中には、「アーバンネット名古屋ビル」 

および「秋葉原ＵＤＸ」が竣工し、各方面から高い評価を受け

ました。また、新たな事業機会の創出として、「ＮＵファンド」など

ファンドスキームの活用でも実績をつくることができました。

　この結果、平成19年3月期の数値目標として掲げた、営

業収益1,100億円、営業利益220億円、経常利益185億

円、営業利益率20.0％につきましては、１年前倒しで達成

することができました。

「中期経営計画2010」の策定
　平成19年11月には、「Ｃ＆Ｐ07」で確立した成長基盤を

土台として引き続きコア事業の発展と成長を目指すべく、

2008年度（平成21年3月期）からスタートする3カ年計画

「中期経営計画2010」を策定しました。不動産賃貸事業

および分譲事業における開発力および収益力をより一層

強化するほか、ＮＴＴグループとの協働強化、新たな成長分

野の開拓にも積極的にチャレンジし、更なる成長を目指して

まいります。また、事業拡大の一方で、財務の健全性維持

と株主重視経営の両立に努め、企業価値増大に向けて

不断の努力を続けていく所存です。

　株主の皆さまには、今後とも一層のご理解、ご支援を賜り

ますようお願い申しあげます。

平成19年12月

代表取締役社長
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「中期経営計画２０１０」策定

　当社グループは11月、2008年度（平成21年3月期）を初年度とする2010年度（平成23年3月期）まで3カ年の

中期経営計画を新たに策定しました。前中期経営計画「C&P07（Change & Proceed to 2007）」で確立した

成長基盤を土台に、引き続きコア事業の発展・成長を図るとともに、新たな成長分野の開拓にも積極的にチャレ

ンジし、更なる企業価値増大を目指します。

1 2 3

数値目標

事業戦略

営業収益 １,２８２億円 １,３８０億円 １,８００億円

営業利益 ２５０億円 ２80億円 ３６０億円

経常利益 ２２９億円 ２45億円 ３０５億円

営業利益率 １９.６％ ２０.３％ ２０．０％

コア事業である不動産賃貸事業・
分譲事業の更なる発展、成長

コア事業である不動産賃貸事業・分譲事業の更なる発展、成長

新たな成長分野の開拓

新たな成長分野の開拓 長期安定成長に寄与する
経営基盤の強化

長期安定成長に寄与する経営基盤の強化

■ 開発力の強化    ■ 収益力の強化    ■ ＮＴＴグループとの協働

■ 開発力の強化
■ 収益力の強化
■ ＮＴＴグループとの協働

 ２００６年度（平成19年3月期）実績 ２００７年度（平成20年3月期）見込 2010年度（平成23年3月期）目標

1

2

3
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1

具体的施策

■ 不動産賃貸事業
　築15年超の既存ビルについて、収益確保と費用削減に寄与

しうるよう３年間で300億円規模の戦略的リニューアル投資を

実施するとともに、賃料値上げに向けた戦略的な取り組みやテ

ナント営業活動の強化等を実施し、増収を図ります。
■ 分譲事業
　高品質な「ウェリス」マンションの積極展開、NTTグループの

強みを活かした先端情報通信技術等の導入によるマンションの

付加価値向上、アフターサービス体制の強化に取り組み、さらに

投資家向け販売事業にも注力し、増収を目指します。

　開発手法の多様化、面的開発の拡大、開発内容の多様化の3つを考慮して開発事業を立体的に展開・拡大し、コア事業

の持続的成長を目指します。

開発力の強化

収益力の強化

開発手法の多様化

面的開発の拡大

開発内容の多様化

コア事業である不動産賃貸事業・分譲事業の更なる発展、成長

■ ビジネス基盤の強化
　経営の透明性確保と内部統制の強化、ＣＳＲ経営基盤の確立、ヒューマンリソースの充実に努めます。
■ 企業価値増大に資する財務政策
　D/Eレシオを中期的に2.3レベルで維持し、ファンドや資産の組み換えなど多様な手法を活用することにより、財務の健全

性維持に努めます。また、配当については、長期的かつ安定的な利益還元を実現し、株主重視経営に努めます。

ＮＴＴグループとの協働
　NTTグループの強みを活かした開発案件の獲得に取り組むとともに、NTTグループ唯一の総合不動産会社として、

NTTグループの保有する不動産の開発に積極的に参画し、有効利活用も含め、検討を行っていきます。

自社投資、開発型ＳＰＣ（特定目的会社）活用など多様な開発手法により開発を実施
・ 2008～2010年度（平成21～平成23年3月期）の３年間トータルで1,500億円規模の開発を推進
・ 当社の開発能力を提供することにより、ＮＴＴグループ会社をはじめとした顧客企業の収益拡大・コスト削減に貢献しつつ、当社の収益機会を拡大

投資エリアの絞り込み
・ 戦略的投資、高度開発に向けた土地・物件の仕込み

商業開発の面的展開
・ 地域戦略に基づく、既存商業施設と連携した商業施設開発

デベロップメント機能をフルに発揮した開発領域の拡大
・ 商業ビル、ホテル、データセンター等の開発案件の発掘

賃貸マンションの積極的な開発
・ 賃貸マンションの開発可能なエリアについては積極的に事業を
  展開。また、高齢者向け賃貸マンションについても取り組む

不動産賃貸事業の収益目標

503億円 517億円 620億円

2006年度実績
（Ｈ19.3月期）

2007年度見込
（Ｈ20.3月期）

2010年度目標
（Ｈ23.3月期）

賃貸NOI

（億円）

853
896

1,000

分譲事業の収益目標

670戸 750戸 1,000戸

2006年度実績
（Ｈ19.3月期）

2007年度見込
（Ｈ20.3月期）

2010年度目標
（Ｈ23.3月期）

引渡戸数

（億円）

326
391

600

+12％
（年平均成長率3.7％）

+53％
（年平均成長率15.3％）

　新たな事業分野を開拓し、ファンドビジネスとアセットソリューションの推進、既存その他事業の拡大、新規事業の拡大、

国際事業の推進に取り組みます。

2 新たな成長分野の開拓

3 長期安定成長に寄与する経営基盤の強化

※分譲事業収入には、宅地売却・投資家向け販売事業売上を含む

賃貸

分譲 成長分野

既存その他事業の拡大
■ ビルサービス会社： コア事業拡大に合わせ、一層の拡大を図る
■ 飲食系会社: オフィスサポートに加え、事業の広がりを目指す

国際事業の推進
■ 不動産マーケットのグローバル化への対応、資産ポートフォリオの拡大・充実に向け、
  アジアを中心に、NTTグループとも歩調を合わせつつコア事業を海外に拡張

新規事業の拡大
■ 不動産関連分野を中心に、積極的に拡大
■ 拡大にあたっては以下の視点から検討し、M&Aや業務提携も活用
  ①今後成長が期待される分野への参入　②新たなノウハウの獲得

ファンドビジネスとアセットソリューションの推進
■ ファンドの規模拡大や開発型証券化の推進等、ファンドスキームを積極的に活用すると
　ともに、不動産の有効活用を通じたアセットソリューション事業を確立していきます。

「 中 期 経 営 計 画２０１０」策 定
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1
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国際事業の推進に取り組みます。

2 新たな成長分野の開拓

3 長期安定成長に寄与する経営基盤の強化

※分譲事業収入には、宅地売却・投資家向け販売事業売上を含む

賃貸

分譲 成長分野

既存その他事業の拡大
■ ビルサービス会社： コア事業拡大に合わせ、一層の拡大を図る
■ 飲食系会社: オフィスサポートに加え、事業の広がりを目指す

国際事業の推進
■ 不動産マーケットのグローバル化への対応、資産ポートフォリオの拡大・充実に向け、
  アジアを中心に、NTTグループとも歩調を合わせつつコア事業を海外に拡張

新規事業の拡大
■ 不動産関連分野を中心に、積極的に拡大
■ 拡大にあたっては以下の視点から検討し、M&Aや業務提携も活用
  ①今後成長が期待される分野への参入　②新たなノウハウの獲得

ファンドビジネスとアセットソリューションの推進
■ ファンドの規模拡大や開発型証券化の推進等、ファンドスキームを積極的に活用すると
　ともに、不動産の有効活用を通じたアセットソリューション事業を確立していきます。
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　不動産賃貸事業につきましては、秋葉原ＵＤＸ（千代田
区）、アーバンネット大手町ビル（千代田区）等の東京都心部
を中心とした既存ビルからの収益拡大や、平成19年3月に
組成した「ＮＵ－３ファンド」「ＮＵ－４ファンド」による賃貸収入
の増加等により、増収・増益となりました。平成18年9月に持
分を追加取得したＵＤ御堂筋ビル（大阪市）も増収に寄与し
ています。また、平成19年4月に大手町一丁目地区第一種

市街地再開発事業（第一次再開発事業）が着工し、平成19
年6月に大阪駅北地区先行開発区域（A・B・Cブロック）の開
発プロジェクトにおける用地の引き渡しが行われるなど、開発
事業も順調に進捗しています。
　この結果、不動産賃貸事業における当中間期の営業収
益は44,248百万円（前年同期比1,918百万円増）、営業
利益12,180百万円（同640百万円増）となりました。

不動産賃貸事業は、好調な企業収益を背景とした旺盛なオフィス需要に応え、増収、増益となりました。
分譲事業は、概ね良好な販売状況が続き増収となりましたが、分譲マンションの引き渡しが下期に集中して
いることから減益となりました。

不動産賃貸事業

分譲事業

その他の事業

営業収益構成比 営業収益の状況
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：%）

営業利益の状況

※1 セグメント間の内部営業収益または振替高を含んでいます。
※2 ● 都心5区とは千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区です。

● 平成18年3月の空室率の上昇は、開業直後の秋葉原UDXの入居率が約8割であったこと
　　やテナント要望により、保留している未契約の床面積を空室としたことによる影響です。
　　これらの影響を除外すると、空室率は都心5区で0.7%、全国で2.4％となります。

空室率の状況

営業収益構成比 営業収益の状況 営業利益の状況

※ セグメント間の内部営業収益または振替高を含んでいます。

　分譲事業のうち、マンションについては、ローレルスクエ
ア大阪ベイタワー（大阪市）、ウェリス市崎（福岡市）等の物
件について収益を計上し、ウェリス駒込レジデンス（豊島
区）、ウェリス川越六軒町（川越市）、ウェリス吹田豊津シティ
ハウス（吹田市）等の物件の販売を行いました。また、入間市、

大田区等において宅地分譲にも取り組み、収益を計上し
ました。
　この結果、分譲事業における当中間期の営業収益は
7,990百万円（前年同期比174百万円増）、営業利益443 
百万円（同682百万円減）となりました。

　当社グループは、不動産賃貸事業に関連して、オフィスビ
ルの建物管理やオフィスの模様替え工事、飲食施設の運
営などの事業を行っています。

　その他の事業における当中間期の営業収益は6,168
百万円（前年同期比1,030百万円減）、営業利益452百
万円（同154 百万円減）となりました。

ローレルスクエア大阪ベイタワー（大阪市） ウェリス市崎（福岡市）

ウェリス駒込レジデンス（豊島区） ウェリス吹田豊津シティハウス（吹田市）

※1※1 ※1

※ ※ ※

※2

90,000

75,000

60,000

45,000

30,000

15,000

0
H18
3月期

H19
3月期

H20
3月期

（中間期）

77,488

38,062
42,330

85,312

44,248

6

5

4

3

2

1

0
H18.3 H18.9 H19.3 H19.9

4.2

0.8

2.0

4.3

0.9

2.1

0.5

1.4

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0
H18
3月期

H19
3月期

H20
3月期

（中間期）

19,773

10,492 11,540

23,184

12,180

（単位：百万円）
36,000

30,000

24,000

18,000

12,000

6,000

0
H18
3月期

H19
3月期

H20
3月期

（中間期）

23,543

3,721

7,816

32,680

7,990

中間期 通期

（単位：百万円）
6,000

5,000

4,000

3,000

2,000

1,000

0
H18
3月期

H19
3月期

H20
3月期

（中間期）

4,503

427

1,126

5,228

443

中間期 通期

都心5区 全国中間期 通期 中間期 通期

当中間期の事業概況
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　不動産賃貸事業につきましては、秋葉原ＵＤＸ（千代田
区）、アーバンネット大手町ビル（千代田区）等の東京都心部
を中心とした既存ビルからの収益拡大や、平成19年3月に
組成した「ＮＵ－３ファンド」「ＮＵ－４ファンド」による賃貸収入
の増加等により、増収・増益となりました。平成18年9月に持
分を追加取得したＵＤ御堂筋ビル（大阪市）も増収に寄与し
ています。また、平成19年4月に大手町一丁目地区第一種

市街地再開発事業（第一次再開発事業）が着工し、平成19
年6月に大阪駅北地区先行開発区域（A・B・Cブロック）の開
発プロジェクトにおける用地の引き渡しが行われるなど、開発
事業も順調に進捗しています。
　この結果、不動産賃貸事業における当中間期の営業収
益は44,248百万円（前年同期比1,918百万円増）、営業
利益12,180百万円（同640百万円増）となりました。

不動産賃貸事業は、好調な企業収益を背景とした旺盛なオフィス需要に応え、増収、増益となりました。
分譲事業は、概ね良好な販売状況が続き増収となりましたが、分譲マンションの引き渡しが下期に集中して
いることから減益となりました。

不動産賃貸事業

分譲事業

その他の事業

営業収益構成比 営業収益の状況
（単位：百万円） （単位：百万円） （単位：%）

営業利益の状況

※1 セグメント間の内部営業収益または振替高を含んでいます。
※2 ● 都心5区とは千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区です。

● 平成18年3月の空室率の上昇は、開業直後の秋葉原UDXの入居率が約8割であったこと
　　やテナント要望により、保留している未契約の床面積を空室としたことによる影響です。
　　これらの影響を除外すると、空室率は都心5区で0.7%、全国で2.4％となります。

空室率の状況

営業収益構成比 営業収益の状況 営業利益の状況

※ セグメント間の内部営業収益または振替高を含んでいます。

　分譲事業のうち、マンションについては、ローレルスクエ
ア大阪ベイタワー（大阪市）、ウェリス市崎（福岡市）等の物
件について収益を計上し、ウェリス駒込レジデンス（豊島
区）、ウェリス川越六軒町（川越市）、ウェリス吹田豊津シティ
ハウス（吹田市）等の物件の販売を行いました。また、入間市、

大田区等において宅地分譲にも取り組み、収益を計上し
ました。
　この結果、分譲事業における当中間期の営業収益は
7,990百万円（前年同期比174百万円増）、営業利益443 
百万円（同682百万円減）となりました。

　当社グループは、不動産賃貸事業に関連して、オフィスビ
ルの建物管理やオフィスの模様替え工事、飲食施設の運
営などの事業を行っています。

　その他の事業における当中間期の営業収益は6,168
百万円（前年同期比1,030百万円減）、営業利益452百
万円（同154 百万円減）となりました。

ローレルスクエア大阪ベイタワー（大阪市） ウェリス市崎（福岡市）

ウェリス駒込レジデンス（豊島区） ウェリス吹田豊津シティハウス（吹田市）
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連結財務レポート

連結貸借対照表

（資産の部）   

流動資産 62,086 113,766 94,853

固定資産 480,725 514,650 486,995

資産合計 542,812 628,417 581,848

（負債の部）   

流動負債 68,480 85,482 96,156

固定負債 354,267 413,453 360,522

負債合計 422,747 498,936 456,679

（純資産の部）   

資本金 48,760 48,760 48,760

資本剰余金 34,109 34,109 34,109

利益剰余金 36,814 46,265 41,925

その他有価証券評価差額金 296 260 296

少数株主持分 83 84 77

純資産合計 120,064 129,481 125,169

負債・純資産合計 542,812 628,417 581,848

科　目

（単位：百万円） （単位：百万円） 営業収益

150,000

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

0

（単位：百万円）

H18
3月期

H19
3月期

H20
3月期

（中間期）

営業利益は、分譲事業においてマン
ション分譲の引き渡しが下期に集中し
ていることなどから、前年同期に対して
約4億円の減益となりましたが、業績予
想に対しては順調に推移しています。

大阪駅北地区や大手町一丁目地区に
おける大規模プロジェクトの事業用地
取得など、455億円の投資を実施しまし
た。また、年間の設備投資計画を40億
円増額し、590億円に変更しました。

営業利益 設備投資

連結損益計算書

営業収益 55,733 56,604 128,215

営業原価 39,010 40,208 91,781

営業総利益 16,722 16,396 36,433

販売費及び一般管理費 5,254 5,340 11,342

営業利益 11,467 11,056 25,091

営業外収益 1,016 1,268 1,850

営業外費用 1,873 2,353 4,003

経常利益 10,610 9,970 22,938

特別利益 306 740 306

特別損失 556 629 1,432

税金等調整前中間（当期）純利益 10,360 10,081 21,812

法人税、住民税及び事業税 3,139 5,803 7,929

法人税等調整額 979 △ 1,714 885

少数株主利益 2 7 2

中間（当期）純利益 6,239 5,985 12,995

科　目 平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで

平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで

当 中 間 期前 中 間 期
平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

前 期
平成19年9月30日現在平成18年9月30日現在
当 中 間 期前 中 間 期

平成19年3月31日現在
前 期

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,757 △ 14,408 △ 5,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,976 △ 39,552 △ 32,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,561 55,151 20,823

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 9,656 1,190 △ 17,248

現金及び現金同等物の期首残高 19,503 2,255 19,503

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 9,847 3,445 2,255

科　目
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連結貸借対照表

（資産の部）   

流動資産 62,086 113,766 94,853

固定資産 480,725 514,650 486,995

資産合計 542,812 628,417 581,848

（負債の部）   

流動負債 68,480 85,482 96,156

固定負債 354,267 413,453 360,522

負債合計 422,747 498,936 456,679

（純資産の部）   

資本金 48,760 48,760 48,760

資本剰余金 34,109 34,109 34,109

利益剰余金 36,814 46,265 41,925

その他有価証券評価差額金 296 260 296

少数株主持分 83 84 77

純資産合計 120,064 129,481 125,169

負債・純資産合計 542,812 628,417 581,848

科　目

（単位：百万円） （単位：百万円） 営業収益
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H19
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（中間期）

営業利益は、分譲事業においてマン
ション分譲の引き渡しが下期に集中し
ていることなどから、前年同期に対して
約4億円の減益となりましたが、業績予
想に対しては順調に推移しています。

大阪駅北地区や大手町一丁目地区に
おける大規模プロジェクトの事業用地
取得など、455億円の投資を実施しまし
た。また、年間の設備投資計画を40億
円増額し、590億円に変更しました。

営業利益 設備投資

連結損益計算書

営業収益 55,733 56,604 128,215

営業原価 39,010 40,208 91,781

営業総利益 16,722 16,396 36,433

販売費及び一般管理費 5,254 5,340 11,342

営業利益 11,467 11,056 25,091

営業外収益 1,016 1,268 1,850

営業外費用 1,873 2,353 4,003

経常利益 10,610 9,970 22,938

特別利益 306 740 306

特別損失 556 629 1,432

税金等調整前中間（当期）純利益 10,360 10,081 21,812

法人税、住民税及び事業税 3,139 5,803 7,929

法人税等調整額 979 △ 1,714 885

少数株主利益 2 7 2

中間（当期）純利益 6,239 5,985 12,995

科　目 平成19年4月1日から
平成19年9月30日まで

平成18年4月1日から
平成18年9月30日まで

当 中 間 期前 中 間 期
平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

前 期
平成19年9月30日現在平成18年9月30日現在
当 中 間 期前 中 間 期

平成19年3月31日現在
前 期

（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,757 △ 14,408 △ 5,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 19,976 △ 39,552 △ 32,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,561 55,151 20,823

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △ 9,656 1,190 △ 17,248

現金及び現金同等物の期首残高 19,503 2,255 19,503

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 9,847 3,445 2,255

科　目
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トピックス

　「グッドデザイン賞」は、昭和32年に通商産業省によって設立された「グッドデザイン認定制度」を継承し、平成

10年より(財)日本産業デザイン振興会が主催事業として運営する、日本で唯一の総合的デザイン評価・推奨制

度です。「グッドデザイン賞」受賞のシンボルである「Gマーク」は、良いデザインを示す象徴として広く一般に親し

まれています。

　当社の開発物件では、昨年度の「アーバンネット名古屋ビル」に続く受賞となりました。

「秋葉原ＵＤＸ」と「グランウェリス瀬田」が「2007年度グッドデザイン賞（建築・環境デザイン部門）」を受賞
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「秋葉原ＵＤＸ」
　JR秋葉原駅前に位置する大規模複合施設で、基準階面積約6,000㎡と
いう日本最大級の広さをもつオフィスフロアを確保し、また、商業施設やイベン
トスペース、開放的な大ピロティを設けることにより、人・情報・産業が交流し
周辺街区とも融合する魅力的な都市空間を実現しました。

所在地： 東京都千代田区
敷地面積： 11,547㎡
延床面積： 161,482.72㎡
階数： 地上22階／地下3階／PH1階

「グランウェリス瀬田」
　国分寺崖線につながる豊かな自然環境が残る世田谷区瀬田の格調高い
住宅街に建設された鉄筋コンクリート5階建て72戸の集合住宅で、建物の
周囲に緑地帯を設けるなど、街全体の落ち着いた雰囲気を保ちつつ、より美
しい街並みの形成に貢献するよう配慮した次世代都市型邸宅です。

所在地： 東京都世田谷区
敷地面積： 3,879.57㎡
延床面積： 8,578.66㎡
階数： 地上5階／地下1階

Photo: Koji Okumura
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会社概要 株式の状況

■ 会社データ

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
昭和61年1月21日
487億6,000万円
643名（連結）
東海支店、関西支店、中国支店、
九州支店、北海道支店

■ 株式の状況

会社が発行する株式の総数
発行済株式の総数
株主数

10,500,000株
3,291,200株
14,486名

（平成19年9月30日現在）（平成19年9月30日現在）

■ 役　員

■ 株式所有者別分布状況（出資比率）

外国法人等 25.0％

■ 大株主（上位10名）
株主名 持株数（株）出資比率（％）

金融機関 4.7％
証券会社 0.3％

事業会社その他法人（国内）
67.6％

個人・その他（国内）2.4％

日本電信電話株式会社 2,214,815 67.30%

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 71,364 2.17%

シービーロンドン スタンダードライフ アシュアランス リミテッド 57,930 1.76%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 39,189 1.19%

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 33,704 1.02%

ユービーエス エージー ロンドン アカウント アイピービー
セグリゲイテッド クライアント アカウント 

27,758 0.84%

ジェーピー モルガン チェース バンク ３８００８４ 27,703 0.84%

シー エム ビー エル， エス エー リ． ミューチャル ファンド 27,162 0.83%

バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム クライアント
アカウント ジエイピーアールデイ アイエスジー エフイー  ‒ エイシー 

25,862 0.79%

ザ バンク オブ ニューヨーク ‒ ジャスディック
ノン トリーティー アカウント 

25,401 0.77%

代表取締役社長
代表取締役常務
常務取締役

取締役

常勤監査役

監査役

三ツ村  正規
丹呉 昌保
三宅 広人
若泉 征也
村岸 公人
飼手 道彦
古賀 信博
徳永 英樹
伊藤 彰敏
奥田 孝浩
西村 善治
大澤 秀雄
篠田 智
三田 清
山本 康裕
榎 彦左エ門
中野 　一
角地 德久
前川 俊夫
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主要物件一覧

良好な立地条件と最新のビル設備を兼ね備えるオフィスビル、
NTTブランドの信頼性をベースとした高品質な住まいを提供する分譲マンション
――― 当社の主な所有ビルと分譲物件をご紹介します。

※1. 共有物件であり、面積は所有持分を記載しております。　※2. グランパークハイツの土地面積を含んでおります。　※3. 一部借地上の物件であり、所有部分の面積を記載しております。［　］内は
借地面積です。　※4. 建物のみ共有の物件です。当社土地の保有分の建物の延床面積を記載しております。　※5. リニューアル工事完了年月を記載しております。　※6. 借地上の物件です。［　］
内は借地面積です。　※7. 当社の出資による特定目的会社（SPC）の所有物件であり、面積は出資持分を記載しております。

 ビル名 所在地 土地面積（㎡）   建物延床面積（㎡）  竣工
シーバンスN館  東京都港区 13,144   82,890  平成 3年 1月
グランパーク※1  東京都港区 14,256 ※2  121,774  平成 8年 8月
東京オペラシティ※1 東京都新宿区 4,259  57,548  平成 8年 8月
アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 4,142  25,462  昭和63年10月
NTT幕張ビル 千葉市美浜区 40,603  174,717  平成 5年 6月
アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 6,002［952］ ※3  76,467  平成17年 9月
アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 1,792  15,148  平成15年 6月
アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市葵区 2,162  15,231  平成 8年 3月
アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 2,703  15,496 ※4  平成 5年 2月
アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 3,023  14,942  平成16年 2月※5

NTTクレド基町ビル 広島市中区 21,801  166,191  平成 6 年 3月
NTTクレド白島ビル 広島市中区 7,061  39,812  平成 4 年 4月
NTT-Tビル 福岡市中央区 8,529［249］ ※3  64,050  平成 8 年 9月
アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 ―［1,610］ ※6  9,274  平成15年 5月
アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 5,369  33,733  平成16年10月
エムズ大通ビル 札幌市中央区 2,275  13,607  平成 8年 7月

不動産賃貸
事業

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 9,361㎡
建物延床面積： 120,536㎡
竣工： 平成2年6月

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 6,267㎡
建物延床面積： 79,471㎡
竣工： 平成4年2月（ウエストタワー）
　　　平成9年5月（イーストタワー）

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 5,774㎡
建物延床面積： 80,741㎡
竣工： 平成18年1月

アーバンネット大手町ビル 大手町ファーストスクエア※1 秋葉原UDX※7

（主な所有ビル）

分譲事業
（主な分譲物件）

■ 平成14年度
平成14年 7月  ウェリス円山南4条シティハウス（札幌市中央区）
平成15年 2月  グランウェリス哲学堂公園（東京都中野区）

■ 平成15年度
平成15年 11月  ウェリス阿倍野（大阪市阿倍野区）
平成16年 1月  ウェリス光が丘公園パークハウス（東京都練馬区）

■ 平成16年度
平成17年 3月  ザ・諏訪山レジデンス（東京都目黒区）
平成17年 3月  タンタ タウン（横浜市都筑区）
平成17年 3月  パークウェリス牛田旭（広島市東区）

■ 平成17年度
平成17年 11月  ジオ・ウェリス西宮北口（兵庫県西宮市）
平成17年 12月  ウェリス萬代橋（新潟市下大川前通）
平成18年 3月  グランウェリス瀬田（東京都世田谷区）

■ 平成18年度
平成18年 4月  ウェリスガーデン千葉みなと公園（千葉市中央区）
平成19年 3月  ウェリス検見川浜（千葉市美浜区）
平成19年 3月  ウェリス・ジオ梅田レジデンス（大阪市北区）

グランウェリス哲学堂公園 ザ・諏訪山レジデンス ジオ・ウェリス西宮北口 ウェリス・ジオ梅田レジデンス

｢ウェリス川越六軒町｣のご紹介

　｢ウェリス川越六軒町｣は、東武東上線「川越市」駅より徒歩
5分、西武新宿線「本川越」駅より徒歩10分の2駅2路線が利
用できる静かな住宅地に誕生します。周辺は戸建エリアで、上
層階では明るい日差しと開放感が得られます。また、川越女子
高等学校を擁する文教地区でもあり、落ち着きある環境です。
プランについては、分譲戸数の50%が角住戸であり、画一的な
マンションではなく愛着のある｢ハウス｣を志向し、バリエーショ
ン豊富なプランを設定しています。それぞれのプランにテーマを
設定し、お客さまのライフ
スタイルに合ったプラン
が選択可能です。下記
ホームページに「ウェリス
川越六軒町」に関する情
報を掲載しておりますの
で、ぜひご覧ください。

http://www.w-kawagoe.jp/index.html

Photo: Koji Okumura
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良好な立地条件と最新のビル設備を兼ね備えるオフィスビル、
NTTブランドの信頼性をベースとした高品質な住まいを提供する分譲マンション
――― 当社の主な所有ビルと分譲物件をご紹介します。

※1. 共有物件であり、面積は所有持分を記載しております。　※2. グランパークハイツの土地面積を含んでおります。　※3. 一部借地上の物件であり、所有部分の面積を記載しております。［　］内は
借地面積です。　※4. 建物のみ共有の物件です。当社土地の保有分の建物の延床面積を記載しております。　※5. リニューアル工事完了年月を記載しております。　※6. 借地上の物件です。［　］
内は借地面積です。　※7. 当社の出資による特定目的会社（SPC）の所有物件であり、面積は出資持分を記載しております。

 ビル名 所在地 土地面積（㎡）   建物延床面積（㎡）  竣工
シーバンスN館  東京都港区 13,144   82,890  平成 3年 1月
グランパーク※1  東京都港区 14,256 ※2  121,774  平成 8年 8月
東京オペラシティ※1 東京都新宿区 4,259  57,548  平成 8年 8月
アーバンネット池袋ビル 東京都豊島区 4,142  25,462  昭和63年10月
NTT幕張ビル 千葉市美浜区 40,603  174,717  平成 5年 6月
アーバンネット名古屋ビル 名古屋市東区 6,002［952］ ※3  76,467  平成17年 9月
アーバンネット伏見ビル 名古屋市中区 1,792  15,148  平成15年 6月
アーバンネット静岡追手町ビル 静岡市葵区 2,162  15,231  平成 8年 3月
アーバンエース北浜ビル 大阪市中央区 2,703  15,496 ※4  平成 5年 2月
アーバンネット本町ビル 大阪市中央区 3,023  14,942  平成16年 2月※5

NTTクレド基町ビル 広島市中区 21,801  166,191  平成 6 年 3月
NTTクレド白島ビル 広島市中区 7,061  39,812  平成 4 年 4月
NTT-Tビル 福岡市中央区 8,529［249］ ※3  64,050  平成 8 年 9月
アーバンネット博多ビル 福岡市博多区 ―［1,610］ ※6  9,274  平成15年 5月
アーバンネット札幌ビル 札幌市中央区 5,369  33,733  平成16年10月
エムズ大通ビル 札幌市中央区 2,275  13,607  平成 8年 7月

不動産賃貸
事業

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 9,361㎡
建物延床面積： 120,536㎡
竣工： 平成2年6月

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 6,267㎡
建物延床面積： 79,471㎡
竣工： 平成4年2月（ウエストタワー）
　　　平成9年5月（イーストタワー）

所在地： 東京都千代田区
土地面積： 5,774㎡
建物延床面積： 80,741㎡
竣工： 平成18年1月

アーバンネット大手町ビル 大手町ファーストスクエア※1 秋葉原UDX※7

（主な所有ビル）

分譲事業
（主な分譲物件）

■ 平成14年度
平成14年 7月  ウェリス円山南4条シティハウス（札幌市中央区）
平成15年 2月  グランウェリス哲学堂公園（東京都中野区）

■ 平成15年度
平成15年 11月  ウェリス阿倍野（大阪市阿倍野区）
平成16年 1月  ウェリス光が丘公園パークハウス（東京都練馬区）

■ 平成16年度
平成17年 3月  ザ・諏訪山レジデンス（東京都目黒区）
平成17年 3月  タンタ タウン（横浜市都筑区）
平成17年 3月  パークウェリス牛田旭（広島市東区）

■ 平成17年度
平成17年 11月  ジオ・ウェリス西宮北口（兵庫県西宮市）
平成17年 12月  ウェリス萬代橋（新潟市下大川前通）
平成18年 3月  グランウェリス瀬田（東京都世田谷区）

■ 平成18年度
平成18年 4月  ウェリスガーデン千葉みなと公園（千葉市中央区）
平成19年 3月  ウェリス検見川浜（千葉市美浜区）
平成19年 3月  ウェリス・ジオ梅田レジデンス（大阪市北区）

グランウェリス哲学堂公園 ザ・諏訪山レジデンス ジオ・ウェリス西宮北口 ウェリス・ジオ梅田レジデンス

｢ウェリス川越六軒町｣のご紹介

　｢ウェリス川越六軒町｣は、東武東上線「川越市」駅より徒歩
5分、西武新宿線「本川越」駅より徒歩10分の2駅2路線が利
用できる静かな住宅地に誕生します。周辺は戸建エリアで、上
層階では明るい日差しと開放感が得られます。また、川越女子
高等学校を擁する文教地区でもあり、落ち着きある環境です。
プランについては、分譲戸数の50%が角住戸であり、画一的な
マンションではなく愛着のある｢ハウス｣を志向し、バリエーショ
ン豊富なプランを設定しています。それぞれのプランにテーマを
設定し、お客さまのライフ
スタイルに合ったプラン
が選択可能です。下記
ホームページに「ウェリス
川越六軒町」に関する情
報を掲載しておりますの
で、ぜひご覧ください。

http://www.w-kawagoe.jp/index.html

Photo: Koji Okumura



株主メモ

この冊子は、FSC認証用紙を使用し、植物油100％の「大豆油インキ」を使い、ISO14001認証工場において「水なし印刷」で印刷しています。

〒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

決算期 3月31日

定時株主総会 6月下旬

期末配当金支払株主確定日 3月31日

中間配当金支払株主確定日 9月30日

株主名簿管理人 東京都中央区八重洲一丁目2番1号　みずほ信託銀行株式会社

　同事務取扱場所（お問い合わせ先） 〒135-8722 東京都江東区佐賀一丁目17番7号
　 みずほ信託銀行株式会社証券代行部
 電話: 0120-288-324 (フリーダイヤル）

　同取次所 みずほ信託銀行株式会社　全国各支店
　　　　　 みずほインベスターズ証券株式会社　本店および全国各支店

上場証券取引所 東京証券取引所　市場第一部

公告掲載新聞 日本経済新聞

当社ホームページでは、投資家、株主の皆さまに役立てていただける便利な情報を掲載しております。

h t t p : // i r . n t t u d . c o . j p /

「人」と「街」と「自然」の調和を目指して

【配当金受取方法についてのお知らせ】

振込口座をご指定されていない株主さまには「郵便振替支払通知書」にて配当金をお受け取りいただいておりましたが、日本郵政公社の民営化により、「配当金領収証」に
て配当金をお受け取りいただくこととなりました（最寄りのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口にて配当金をお受け取りいただけます）。


