
■　社長メッセージ
■　特集１　東京都心・臨海地域におけるプロジェクト展開
■　特集２　「WELLITH ( ウェリス )」ブランド注目の物件
■　事業レビュー
■　主要物件一覧
■　連結財務情報

レソラ　サウステラス（福岡市中央区、2013 年 8月竣工）

第29期  中間報告書
2 0 1 3 年 4 月 1 日～ 2 0 1 3 年 9 月 3 0 日

撮影：フォワードストローク



0

50,000

100,000

150,000

200,000

0

5,000

10,000

15,000

20,000

0

7,500

15,000

22,500

30,000
（百万円） （百万円） （百万円）

2012 年
3月期
第２四半期 通期

163,168

78,97478,974

179,000
（予想）

82,01182,011

2013 年
3月期

2014 年
3月期

営業収益

2012 年
3月期

15,586

5,5615,561

第２四半期 通期

12,073

9,5299,529

11,500
（予想）

8,8388,838

2013 年
3月期

2014 年
3月期

当期純利益

2012 年
3月期

25,365

13,22413,224

第２四半期 通期

27,401

17,99017,990

27,500
（予想）

17,82017,820

2013 年
3月期

2014 年
3月期

営業利益

136,842

63,85663,856

2014 年 3月期第 2四半期の業績について
　当第 2四半期は、日本経済の緩やかな回復基調を受け、不動
産市場においても、長期にわたっていたオフィス賃料の下落傾
向に歯止めがかかり、高額マンションの売れ行きも好調に推移
し始めるなど、いくつかの良い兆しが見えてまいりました。
　2014 年 3 月期第 2四半期における当社グループの連結業績
は、営業収益 820 億円（前年同期比 3.8％増）と増収となりま
した。一方で、営業利益は 178 億円（同 0.9％減）、経常利益は
146 億円（同 4.1％減）、四半期純利益は 88億円（同 7.2％減）と、
減益となりました。

お客様・マーケット志向の徹底と
イノベーションの追求により、
中長期的な成長をめざす
「中期ビジョン 2018」をスタート。

代表取締役社長
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●不動産賃貸事業
「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に多数の開発プロ
ジェクトを進めてきましたが、2014 年 3月期は、東京都が
推進する「アジアヘッドクォーター特区」での開発を中心に
積極的な投資を行っています。品川エリアでは、国内最大級
のオフィスフロアを誇る「品川シーズンテラス」の新築工事
を行っています。2015 年 2 月には、3.5 ヘクタールの広大
な緑地に最高レベルの環境性能を有する国際ビジネス拠点の
ランドマークが完成する予定です。また、「大手町二丁目地
区第一種市街地再開発」は、ＮＴＴグループ持株会社本社の
ある土地を含むエリアの事業で、2013 年 8月にUR都市機
構と共同で施行認可を受け、工事業者の募集を開始しました。
大手町・神田地区に国内最高水準の通信環境の整備とうるお
いのある快適な都市基盤を確立していきます。さらに「（仮称）
銀座一丁目計画」では、ＮＴＴグループから宿泊・集会施設を
取得し、オフィスビルの建設による再開発を計画しています。

●分譲事業
首都圏・関西エリアを中心に用地を取得
　分譲事業においては、さらなるお客様満足の向上を追求し、
WELLITHブランドの確立に取り組んでいます。今後も堅調
な需要が見込まれる中、首都圏・関西エリアを中心に利益率
に留意した分譲用地の仕入れを進めており、引き続き収益性
の向上を図っていきます。
　　　　
●グローバルビジネス
新たな成長市場に挑み、欧米、アジアでの事業拡大を推進
　安定的な利益創出をめざした投資を継続し、グローバルビ
ジネスの推進・拡大に取り組んでいます。英国ロンドン市に
おいて 2012 年の「20 Finsbury Circus」に続き、2013 年

4月には「265 Strand」を取得しました。この物件は弁護士
事務所やメディア企業、IT 企業等が集積するロンドン市中
心部の好立地に位置します。緑豊かな公園に面して採光に優
れ、上層階からはテムズ川が臨める魅力的なオフィス環境を
提供しています。
　また、4月、アジア進出の活動拠点となるシンガポール駐
在員事務所を開設し、情報収集およびビジネスチャンスの発
掘に取り組んでいます。さらに、 世界最大の不動産マーケッ
トを有する米国においても、10 月に現地法人「UD USA 
Inc.」を設立し、物件取得の検討に入っています。
　
●経営基盤強化と財務コントロール
中長期の成長を実現する経営・財務基盤を確立
　今後の事業の拡大に対応し得る経営インフラの確立を図る
ため、リーシング体制の強化を図るとともに、ポートフォリ
オ構想および開発機能の強化に戦略的に取り組んでいます。
組織を横断したタスクフォースを設置し、既存物件の再開発
などを進めていきます。
　また、財務面では、今後の成長に向けた投資を促進しつつ、
有利子負債残高とキャッシュ・フローのバランスに配慮し、
財務コントロールの徹底に取り組んでいます。資産組換えの
一環として、第１四半期に「アーバンネット入船ビル」など
4物件を売却しており、キャッシュの創出による有利子負債
残高の抑制と新たな成長に向けた開発投資原資の確保を図り
ます。

　今年度をスタートとする「中期ビジョン 2018」の目標達
成に向け、各事業分野における収益基盤の強化を図り、今後
も着実に取り組んでまいります。株主の皆さまにおかれまし
ては、引き続きご支援を賜りますようお願い申し上げます。

「中期ビジョン 2018 ～さらなる成長をめざして～」
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（仮称）日本橋二丁目計画

（仮称）銀座一丁目計画

目白プロジェクト

品川シーズンテラス

はアジアヘッドクォー
ター特区

凡　例

：当社開発物件
：開発中プロジェクト
：計画中プロジェクト

1
特
集 東京都心・臨海地域における

プロジェクト展開
　当社は、東京都が立ち上げた、新たな
外国企業誘致プロジェクトである「アジ
アヘッドクォーター特区」の指定エリア
内に物件を多数保有しております。その
ため、国内の企業だけではなく、新たに
東京での拠点の開設を検討している外資
系企業のオフィスニーズに応えることが
できます。
　また、当社は東京都心に今後の開発素
地となり得る物件も保有し、再開発の検
討を進めており、現在政府で議論の進ん
でいる国家戦略特区構想と合わせ、事業
機会の拡大をめざします。

　安倍政権の経済政策「アベノミクス」
が掲げる規制改革を実現する方策の一つ。
東京、大阪、名古屋などの大都市圏で、
政府主導によりロンドンやニューヨーク
に匹敵する国際的なビジネス環境を整え、
外資系企業の誘致や公共インフラの民間
開放を推進するのが大きな目的。
　高層建築を供給しやすくして、働きや
すい環境整備や街の中心部での居住を促
進するため、大都市圏での建物の容積率
の緩和が認められるなどの方針が打ち出
されている。

国家戦略特区とは？

羽田空港

①アーバンネット大手町ビル
②大手町ファーストスクエア
③JAビル・経団連会館
④大手町フィナンシャルシティノースタワー
⑤アーバンネット神田ビル

⑥秋葉原UDX
⑦シーバンスN館
⑧グランパーク
⑨東京オペラシティ
⑩有明センタービル
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●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：約 1,688㎡

延床面積：約 13,508㎡

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 9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：約 1,733㎡

延床面積：約 10,420㎡

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 9月竣工 (予定 )

●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：約 49,547㎡（全体）

延床面積：約 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（芝浦水再生センター再構築に伴う上部利用事業）

（仮称）日本橋二丁目計画

（仮称）銀座一丁目計画
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　時代の先端にありながら、住まう人が大切に育んできた成熟の中に
ひときわの風格と端整な街並みで「都心の避暑地」とまで讃えられた
代官山猿楽町。オーセンティックとモダン、シンプルと重
厚感、対極にある価値を美しく調和させた「ウェリス代官
山猿楽町」は、ここに在るべき邸宅となることをめざしま
した。
　東急東横線代官山駅より徒歩 5分。代官山の緑豊かな
街並みと外観デザインの調和をコンセプトとし、開放感と
住空間の心地よさの両立のため、セキュリティ性の高い防
犯対策、プライバシー保護対策、設備仕様の充実に配慮し
ています。

2
特
集 「WELLITH ( ウェリス )」ブランド

注目の物件

物件サイトはこちら▶ウェリス代官山猿楽町：http://w-daikanyama.jp/

ウェリス代官山猿楽町

　「ウェリス代官山猿楽町」は長い時間をかけ開発さ
れた旧山手通りのヒルサイドテラス、新しい代官山
の顔となった代官山Ｔ－サイト等の洗練された雰囲
気を至近に感じながら、第二種低層住居専用地域の
邸宅街に立地する分譲マンションです。
　代官山の中の代官山と呼ぶに値する立地に相応し
い本物の邸宅をお客様に提供することができました。
　当社の代表作として今後数十年、代官山とともに
ゆっくり時間を過ごしていく姿が楽しみです。

住宅事業部　事業開発担当

松木　拓史
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　「ウェリス稲毛」は、千葉県千葉市稲毛区の緑を抱く丘陵地
に位置する総武線沿線最大※1929 戸の大規模プロジェクトで
す。徒歩 5分※2 の JR 稲毛駅から直通 34分で東京駅までア
クセス可能。幕張新都心や東京湾を見渡す高台のロケーショ
ンに「住民同士の “出会いや触れ合い ”のきっかけを作り、
それを育むことで豊かな暮らしを創り出す」をコンセプトに
した多彩な共用施設や様々な防災機能を用意し、安心して永
住できる環境を提供します。

高い資産価値を保てる良質な住まいづくりを目指す当社マンション分譲事業
「WELLITH（ウェリス）」の注目物件をご紹介します。

物件サイトはこちら▶ウェリス稲毛：http://www.hug-hill.jp/

ウェリス稲毛

※ 1  1993 年以降、JR総
武線（東京駅～銚子
駅、御茶ノ水駅～
錦糸町駅）の徒歩
5 分以内で供給さ
れた物件では最大
[（有）MRC調べ ]

※ 2  ペリエ稲毛コムス
クエア専用改札利
用時（利用時間／ 
10：00 ～ 20：30）

6第29期  中間報告書



0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

0

10,000

20,000

30,000

0

5

10

15

（百万円）

2012 年
3月期
第２四半期 通期

49,84849,848

94,50994,509
97,400
（予想）
97,400
（予想）

53,33953,339

2013 年
3月期

2014 年
3月期

営業収益

45,72445,724

91,06991,069

（百万円）

2012 年
3月期
第２四半期 通期

17,92417,924

29,21629,216
28,000
（予想）
28,000
（予想）

17,15717,157

2013 年
3月期

2014 年
3月期

営業利益

14,61814,618

27,48227,482

（％）

2011 年
9月末

市場・全国

9.9

2012 年
3月末

2012 年
9月末

2013 年
3月末

2013 年
9月末

空室率

12.1 11.6 11.1 10.7
8.6 9.0 8.9 8.6

5.7 5.4 5.3
6.5

7.9
7.4

2.7 2.0 2.7
4.0

6.0

市場・都心 5区
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※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、大阪、名古屋、札幌、仙
台、横浜、福岡の空室率の単純平均値（当社試算）。

63.1%
営業収益構成比

　当第２四半期の不動産賃貸事業は、既存物件の賃料収入の減少などの影
響があったものの、アーバンネット神田ビル（東京都千代田区）などの
2013年 3月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など
による収益の確保に取り組みました。
　賃貸オフィス市場では、東京都心５区の空室率が改善傾向にある中、当
第 2四半期末時点における当社グループ保有オフィスビルの平均空室率
は、東京都心５区で 6.0%（2013年 3月末時点 4.0％）、全国ベースで 7.4%
（同 6.5％）となりました。
　新規ビルの開発事業については、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）日本橋二丁目
計画（東京都中央区）などが進行中です。なお、当期は、「レソラ　サ
ウステラス」（福岡市中央区）が竣工しました。2013 年 4月には「265 
Strand」（英国ロンドン市）を取得しました。
　以上の結果、当第２四半期における不動産賃貸事業の営業収益は 533
億円（前年同期比 7.0%増）、営業利益は 171 億円（同 4.3%減）となり
ました。

不動産賃貸事業における新規物件からの収入や、分譲事業におけるマンション引渡
戸数の増加などにより増収となったものの、営業利益はほぼ横ばいとなりました。

不動産賃貸事業

265 Strand（英国ロンドン市）
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　当第２四半期の分譲事業は、当第 2四半期に竣工したウェリスタワー
千代田岩本町（東京都千代田区）、ウェリス若葉台（東京都稲城市）など
の引渡しを行い、過年度竣工物件を含め前年同期を上回る 396戸のマン
ションの引渡しを行いました。また、新たにウェリス代官山猿楽町（東京
都渋谷区）などの販売を開始しました。
　以上の結果、当第２四半期における分譲事業の営業収益は 224億円（前
年同期比 2.0%増）、営業利益は 28億円（同 28.0%増）となりました。

　当第２四半期のその他の事業は、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 2013 年 3月期に竣工し、当第２四
半期における収益実績がないことなどにより、営業収益は 86億円（前年
同期比 8.6%減）、営業利益は 7億円（同 9.9%減）となりました。

分譲事業

その他の事業

ウェリス若葉台（東京都稲城市）
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主要物件一覧　（2013 年 9月 30日現在）

不動産賃貸事業

北海道エリア (賃貸物件：12)

アーバンネット札幌ビル
所在地：札幌市中央区
敷地面積：5,369㎡
延床面積：31,255㎡
竣工：2004 年 10 月

首都圏エリア (賃貸物件：49)

アーバンネット大手町ビル
所在地：東京都千代田区
土地面積：9,361㎡
延床面積：117,618㎡
竣工：1990 年 6 月

関西エリア (賃貸物件：41)

アーバンネット四条烏丸ビル
所在地：京都市下京区
土地面積：2,536㎡
延床面積：16,088㎡
竣工：2010 年 10 月

九州エリア (賃貸物件：10)

アーバンネット天神ビル
所在地：福岡市中央区
土地面積：2,358㎡ ※ 3

延床面積：14,796㎡
竣工：2011 年 8 月

グローバル (賃貸物件：3)

20 Finsbury Circus
所在地：英国ロンドン市
取得：2012 年 9月
延床面積：約 8,100㎡

東北・信越エリア (賃貸物件：7)

アーバンネット勾当台ビル
所在地：仙台市青葉区
土地面積：1,078㎡
延床面積：7,662㎡
竣工：2009 年 5 月

東海エリア (賃貸物件：20)

アーバンネット名古屋ビル
所在地：名古屋市東区
土地面積：5,997㎡［950㎡］※ 2

延床面積：75,047㎡
竣工：2005 年 9 月

中国・四国エリア (賃貸物件：6)

NTT クレド基町ビル
所在地：広島市中区
土地面積：21,801㎡
延床面積：160,418㎡
竣工：1994 年 3 月

撮影：①⑤⑦フォワードストローク　②スタジオナップス　③三輪晃久写
真研究所　④車田写真事務所　⑥川澄建築写真事務所

※１各エリアで保有する賃貸物件数を記載しています。なお、物件数には当社の子会社が保有する物件も含んでいます。
※２一部借地上の物件であり、所有部分の面積を記載しています。［　］内は借地面積です。
※３すべて借地の物件であり、借地面積を記載しています。
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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都市開発のハウジングクラブ　ウェリスクラブ
WELLITH CLUB（ウェリスクラブ）は、お住まいをお探しの皆さまに、NTT都市開発の新築物件情報や
会員限定のサービス・プレゼント情報等の特典をご提供する会員組織です。

新規入会受付中！

　東京メトロ南北線「六
本木一丁目」駅徒歩4分、
日比谷線・都営大江戸線
「六本木」駅徒歩 7分他
3駅 3路線のマルチアク
セス。国際都市の華やぎ
を享受しながらも喧騒か
ら一歩距離をおいた大人
の飯倉片町エリアに洗練
された大人の邸宅が誕生します。

詳しくは   http://www.wellith.jp/ ウェリスクラブ 検 索

分譲事業(トピック物件)

ウェリス六本木

ウェリス弘明寺

ウェリスつくば研究学園テラス

ウェリス川崎大師

　つくばエクスプレス沿
線で最大級の開発エリア
における、ウェリスマン
ションシリーズ初のス
マートマンション「ウェ
リスつくば研究学園テ
ラス」。NTT ファシリ
ティーズによる電力一括
受電システムやMEMS
を採用し、マンション全戸でエネルギー利用見える化による省エネ喚
起の取り組み等を行い、環境意識向上を図っていきます。

　横浜5㎞圏にして、そ
の丘は閑静な趣の住宅街。
横浜市営地下鉄「弘明寺」
「蒔田」駅より徒歩10分
に誕生する「ウェリス弘
明寺」は眺望が開け、通
風・採光を享受できる南
東・南西向きの全91邸。
ゆとりの広さを確保した
住空間は3LDK・70㎡台～4LDK・95㎡台の多彩なプランを用意してお
ります。市営バスが物件の至近まで延伸（計画）で更に便利になります。

　京急大師線「東門前」
駅徒歩 7分。東京・横浜
に直結する京浜急行「川
崎」駅へ直通 7 分。羽
田空港へのアクセスも良
好で大型商業施設まで徒
歩 1 分の利便性。歩道
や街路樹が美しく整えら
れた川崎生活圏の「新街
区」で “暮らしにピタッと心地いい ”快適で潤いのある日々をお楽し
み下さい。
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連結損益計算書
前第２四半期
2012 年4月1日から
2012 年9月30日まで

当第２四半期
2013 年4月1日から
2013 年9月30日まで

営業収益 78,974 82,011

営業原価 53,217 55,317

営業総利益 25,756 26,693

販売費及び一般管理費 7,765 8,873

営業利益 17,990 17,820

営業外収益 1,247 1,303

営業外費用 3,971 4,486

経常利益 15,267 14,637

特別利益 ̶ ̶

特別損失 352 255

税金等調整前四半期純利益 14,914 14,382

法人税等 4,706 4,883

少数株主損益調整前四半期純利益 10,207 9,499

少数株主利益 678 660

四半期純利益 9,529 8,838

参考

EBITDA* 29,803 30,151

（単位 : 百万円）

　不動産賃貸事業においては、新規竣工物
件の稼働や物件売却等により増収となり、
分譲事業においても、マンション引渡戸数
が増えたことなどにより増収となりまし
た。結果、前年同期に対して増収となりま
した。

　不動産賃貸事業では、新規竣工物件や物
件売却に伴う原価の増により減益となりま
したが、分譲事業については増益となりま
した。結果、前年同期に対してほぼ横ばい
となりました。

営業収益

営業利益

セグメント別業績
不動産賃貸事業 分譲事業

（単位：百万円）

前第２四半期
2012 年4月1日から
2012年9月30日まで

当第２四半期
2013 年4月1日から
2013 年9月30日まで

営業収益 49,848 53,339

営業利益 17,924 17,157

（単位：百万円）

前第２四半期
2012 年4月1日から
2012年9月30日まで

当第２四半期
2013 年4月1日から
2013 年9月30日まで

営業収益 22,043 22,476

営業利益 2,193 2,808

販売戸数 330 戸 396 戸

*EBITDA=営業利益＋減価償却費
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連結貸借対照表
前期末 

2013 年3月31日現在
当第 2四半期末
2013年9月30日現在

資産の部

流動資産 131,843 114,487

固定資産 809,207 817,970

資産合計 941,050 932,457

負債の部

流動負債 177,439 89,117

固定負債 549,775 622,754

負債合計 727,215 711,871

純資産の部

資本金 48,760 48,760

資本剰余金 34,109 34,109

利益剰余金 91,402 97,278

その他有価証券評価差額金 1,131 979

為替換算調整勘定 817 1,919

少数株主持分 37,614 37,539

純資産合計 213,835 220,586

負債純資産合計 941,050 932,457

参考

有利子負債 505,993 507,819

ネット有利子負債 491,373 488,831

連結キャッシュ・フロー計算書
前第 2四半期
2012 年4月1日から
2012年9月30日まで

当第 2四半期
2013 年4月1日から
2013 年9月30日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 44,627 32,880

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 24,928 △ 24,580

フリー・キャッシュ・フロー 19,698 8,300

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 16,774 △ 2,441

現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 71 210

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,853 6,068

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四半期末残高 13,814 18,877

（単位 : 百万円）

（単位 : 百万円）

2012 年
3月期

2013 年
3月期

2014 年
3月期

21,026

（百万円）

0

25,000

50,000

75,000

28,80728,807

12,64812,648

46,85646,856

67,000
（予想）
67,000
（予想）

21,02621,026 20,13520,135

第２四半期 通期

0

150,000

300,000

450,000

600,000

2012 年
3月期

505,805 505,993 507,819

2013 年
3月期

2014 年
3月期

第 2四半期

（百万円）

　2014 年 3月期第 2四半期末の有利子負債
は前期末に比べ18億円の増となりましたが、
現金および現金同等物を控除したネット有利
子負債は 4,888 億円と、前期末から減少し
ました。

　2014 年 3月期第 2四半期末の投資は 201
億円に進捗しました。当期においては、引き
続き、「品川シーズンテラス」などへの投資
を見込んでおり、今期の計画に変更はござい
ません。
　このほか、今後の事業拡大に向け、厳選し
たマンション用地の仕入れを推進しました。

有利子負債の推移

投資額の推移
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■不動産開発の流れ
着工

▶

竣工

▶

NTT都市開発の事業をシリーズでご紹介します。
第１回は、不動産賃貸事業（開発）です。

　当社は、NTTグループの総合不動産会社と
して設立以降、NTT から譲り受けた資産や
NTTが通信関連施設の建設を通じて培った不
動産開発のノウハウを基に着実に開発実績を
積み重ね、これまでの開発物件数は 100 件、
建物面積は 200万㎡を超えています。
　大手町などの東京都心部や全国主要都市の
中心部といった好立地に物件を保有し、NTT
グループ企業や大手企業にご入居いただいて
おり、安定した収益基盤を確立しています。
　「中期ビジョン 2018」の目標達成に向けて、
品川や日本橋などでも、新規開発プロジェク
トを推進しており、さらなる成長をめざして
います。

テナント営業活動 ▶
収益寄与 ▶

・開発のための様々な条件やマーケット動向
などを調査・分析し、事業の基本構想を策
定し、用地取得を判断します。

　物理的条件
　　所在地、敷地形状、周辺環境など
　社会的・経済的条件
　　エリア特性、競合状況、賃料動向など
　法的条件
　　権利関係、建築基準法、都市計画法など

・マーケットニーズを踏まえた、より詳細
な開発プランの検討を進め、開発プロ
ジェクトの事業推進を行います。
 開発コンセプト・事業スキーム検討、
   設計・工法検討、工事監理　など

・開発プロジェクトの推進と並行し、建物
竣工後に入居するテナントの営業活動を
行います。

・建物竣工後は、ビル
の運営管理、維持補
修などを実施します。

・ご入居いただいたテ
ナントから、賃料収
入を頂いています。

基本構想 ▶ ビル運営 ▶建設工事 ▶詳細検討 ▶用地取得 ▶

13 NTT都市開発
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会社が発行する株式の総数*
発 行 済 株 式 の 総 数*
株 主 数

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

763 名（連結）

東海支店、関西支店、中国支店、九州支店、
北海道支店

代表取締役社長
代表取締役副社長
常 務 取 締 役

取 締 役

常 勤 監 査 役

監 査 役

牧　貞夫
西村　善治
篠田　智
長谷川　和弘
中原　志郎
柳田　優
伊藤　隆規
楠本　正幸
北村　明義
津島　隆一
塩川　完也
三ツ村　正規
小松　章
杉村　豊誠
坂下　昭
榎本　晶夫
池川　博士
廣井　孝史

10,500,000 株
3,291,200 株
17,157 名

会社データ 株式の状況

大株主（上位 10名）

株式所有者別分布状況（出資比率）

役員

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） 74,813 2.27％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 74,729 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 42,052 1.28％

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 37,456 1.14％

RBC IST LONDON － CLIENTS 
ACCOUNT 34,078 1.04％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 
（信託口９） 33,454 1.02％

SSBT OD05 OMNIBUS ACCOUNT －
TREATY CLIENTS 28,187 0.86％

MSIP CLIENT SECURITIES 23,365 0.71％

オーエム 40エスエスビークライアント
オムニバス 18,845 0.57％

金融機関　9.0%個人・その他（国内）　3.7%
証券会社　0.5%

外国法人等　19.1%

事業会社・その他の
法人（国内）　67.7%

＊2013年10月1日を効力発生日として1株につき100株の分割で株式分割を行った影響
を考慮すると、会社が発行する株式の総数は1,050,000,000株、発行済株式の総数は
329,120,000株となります。
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株主メモ

TOP I C S

　当社は、欧米での事業拡大に向けた海外
展開の一環として、米国における不動産へ
の投資および運用を目的に当社 100％出資
の現地法人「UD USA Inc.」を設立しました。
　今後も、世界最大の不動産マーケットで
ある米国における事業機会の獲得をめざし、
グローバルビジネスの一層の推進・拡大に
取り組んでまいります。

TM

事 業 年 度

剰 余 金 の 
配 当 基 準 日

定時株主総会

株主名簿管理人・ 
特 別 口 座 
口座管理機関

お問い合わせ先 
 

 
上場証券取引所

公 告 方 法 

●住所変更等の各種お手続き
口座を開設されているお取引の証券会社等にお申出ください。

●配当金のお受け取り方法
確実でお手数がかからない口座振込をお勧めしています。
配当金の振込指定に関するお手続きについては、お取引の証券会
社等にお問い合わせください。

なお、特別口座の場合（証券会社等に口座をお持ちでない場合）は、
みずほ信託銀行株式会社にお申出ください。

●未払配当金の支払いについて
みずほ信託銀行株式会社および株式会社みずほ銀行にお申出ください。
（みずほ証券株式会社では取次のみとなります。）

毎年 4月 1日～翌年 3月 31日

3月 31日（中間配当を行う場合は 9月 30日）

毎年 6月下旬

〒 103-8670 
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

〒 168-8507 
東京都杉並区和泉二丁目 8番 4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部 
TEL：0120-288-324（フリーダイヤル）

東京証券取引所　市場第一部

電子公告により、当社ウェブサイト（http://
www.nttud.co.jp/）に掲載いたします。ただし、
事故その他やむを得ない事由によって電子公告
による公告をすることができない場合は、日本経
済新聞に掲載いたします。

お知らせ

〒 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/

米国における現地法人の設立について

地球環境に配慮した植物油
インキを使用しています。

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。


