
We create harmony. >>

第21期中間事業報告書
平成17年4月1日から平成17年9月30日まで



>> 「人」と「街」と「自然」の調和を考えながら、快適な空間を創造すること

プロフィール
当社はNTTグループ唯一の総合不動産会社として、“We create harmony”をスローガン
に「人」「街」「自然」が調和する快適空間を創造しています。

　優良なオフィスビルが安定的なキャッシュ・フローを生み出す「不動産賃貸事業」を基

盤に、高品質な住まいを提供する「分譲事業」と、大規模プロジェクト秋葉原UDX（平成18
年3月開業予定）を展開している「販売型ビル事業」を成長の柱とし、ステークホルダーの
皆さまとともにさらなる成長を目指します。
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表紙のイラストは、当社の代表的なビルの
一つ、「大手町ファーストスクエア」です。高い
機能性とデザイン性が融合したツインタワー
は、大手町で圧倒的な存在感を放っています
（詳しくはP.4をご覧ください）。
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株主の皆さまへ

代表取締役社長
三田　清

株主の皆さまにおかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。

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21期中間期（平成

17年4月1日～平成17年9月30日）の中間事業報告書をお届けするにあたり、ご挨

拶申しあげます。

当中間期は、全国的に賃貸オフィス市場が回復する中、主力事業である不動産賃

貸事業では新規・既存両物件がバランス良く収益に寄与しました。また、高水準の

供給が続くマンション分譲市場においても積極的な販売推進策を展開したことに

より契約は順調に推移しております。

この結果、当中間期の連結営業収益は459億46百万円（前年同期比1.0%増）、営

業利益が95億61百万円（同10.4%増）、経常利益が82億4百万円（同18.3%増）とな

り、増収増益を達成しました。中間純利益につきましては、減損会計の適用による

減損損失12億13百万円を特別損失として計上した結果、39億9百万円（同4.4%減）

となりました。

尚、好調な市況や当中間期の業績などを踏まえ、5月11日に発表した通期の業績

見通しを、営業収益1,080億円（当初予想比2.7%増）、経常利益160億円（同5.3%

増）、当期純利益90億円（同20.0%増）に上方修正いたしました。また、当社の3ヵ年

中期経営計画「Change ＆ Proceed to 2007」で掲げた経営目標につきましても、

前倒し達成を視野に入れ、全社一丸となって邁進してまいる所存です。

株主の皆さまにおかれましては、今後ともより一層のご理解とご支援を賜りま

すようお願い申しあげます。

平成17年12月

代表取締役社長



平成17年9月、名古屋の中心地・栄の北エリアに「アーバンネット名古屋ビル」が竣工しま
した。最新のテクノロジーを数多く採用し、「環境の世紀の次世代ビル・・・人・街・地球にや

さしく」という設計コンセプトに基づいて建てられたこのビルは、栄地区における新しい

ランドマークとして早くも話題を呼んでいます。

物件紹介＃01

「アーバンネット名古屋ビル」

栄地区に待望のハイグレード複合ビルが誕生

「アーバンネット名古屋ビル」は、高層のオフィス棟と低層の店舗棟の2棟で構成

されています。交通の利便性は非常に高く、地下鉄栄駅からは市内屈指の賑わい

を見せている「セントラルパーク地下街」を経由して徒歩5分、地下鉄久屋大通駅

から徒歩1分となっており、ビジネスにも遊びにも便利な好立地となっています。

また、大型複合ビルが比較的少なかった栄地区の北エリアにおける待望の大型ハ

イグレード複合ビルであることから、地元の期待も高いものとなっています。

快適かつ最先端の次世代ワークプレイス

「アーバンネット名古屋ビル」は、次世代ワークプレイスとしてさまざまな特徴を有しています。オフィス棟の

オフィス基準階貸室は、1フロア595坪の無柱空間を実現しており、これは名古屋市内でも最大級となっていま

す。また、50～70VA／m2と十分なコンセント容量を確保するとともに、ゆとりのある通信シャフトとケーブル

引き回しスペースを備えるなど、次世代ワークプレイスの基盤となるハイクオリティなITインフラも備えてい

ます。さらに、「環境の世紀の次世代ビル」の名のとおり、優れた省エネ技

術を余すことなく投入するとともに、万全の耐震対策、高信頼のセキュ

リティも実現しました。

　また、名古屋初出店のショップを含む9店舗が入居している店舗棟

は、連日賑わいを見せており、オフィスと商業のハーモニーを多くの

方々にお楽しみいただいています。
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建設概要
所在地： 愛知県名古屋市東区

東桜1丁目1番10号
敷地面積：6,953.53m2

延床面積：76,466.60m2

構造： S造、一部RC造・SRC造
規模： 地上22階　地下3階
竣工： 平成17年9月

TOPICS
壁面を有効活用した垂直緑化

「アーバンネット名古屋ビル」ではヒートアイランド

現象*の緩和に貢献するために、屋上緑化に加えて、

排気塔やサンクンガーデンの側壁面を活用した垂直

緑化を実施しています。垂直緑化は、先般閉幕した

『愛・地球博』の会場内でも大型垂直緑化壁が展示さ

れ話題となるなど、現在注目を集めている環境技術

です。

「アーバンネット名古屋ビル」では、合計808.80m2

（内、垂直緑化面積：122.58m2）にわたってシマトネ

リコ、ソヨゴ、オリーブ、ヒメシャラ、ハナミズキ、ビ

ンカ・マジョール、ハツユキカズラ、ヘデラなどを植

栽しており、環境保全面での効果が期待されている

ほか、四季を通じた景観の移ろいもお楽しみいただ

けます。なお、植栽用に用いたブロックは、地場産業

への貢献も視野に入れ、瀬戸の陶器を使用しました。

読者の皆さまも、名古屋にお越しの際には、是非お

立ち寄りください。

* 都市の中心部の気温が郊
外に比べて島状に高くな
る現象。近年、夏場の高温
化や熱帯夜の増加による
居住環境の悪化など、都市
に特有の環境問題として
注目を集めている。
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竣工以来、「大手町ファーストスクエア」は、東京の中枢に位置するランドマークの一つと

して、数多くのビジネスシーンを演出してきました。これからも引き続き、躍動感あふれ

るビジネスの場として、ここで働く人々の快適な環境を提供していきます。

物件紹介＃02

「大手町ファーストスクエア」

日本有数の立地と高い機能を併せ持つ

「大手町ファーストスクエア」は、日比谷通りと永代通りの交差点に隣接し、JR東京

駅や地下鉄5路線が乗り入れる大手町駅に直結するなど、最高の立地を誇ります。ま

た、多種多様なIT機能を備えた最先端のビジネスセンターとして、国内外の優良企

業のオフィスが集積しています。

　「Financial、International、High-Grade、Intelligent、Security」の5つのキーワードに

基づく「国際業務センタービル」として、平成4年にウエストタワーが、平成9年には

イーストタワーが竣工し、大手町唯一のツインタワーとして今日に至っています。

さまざまな特徴が織りなす空間

「大手町ファーストスクエア」は当初、大手町初のツインタワーとして話題となりましたが、最大の特徴は、現用

の通信施設を同一敷地内の新築ビルの地下に移設し、さらに都市環境を守るため地域冷暖房プラント*などの

都市インフラ施設もすべて地下に収容するという設計です。これは、NTTとして初めての取り組みでもあった

ことから、地下プランニングや工事も難航を極めました。しかし、思い切った新規方針の採用や

最新の技術を投入したことで、万全な防水対策や駐車場の確保、店舗ゾーンの活性化を実現す

ることができました。

　竣工後は、大手町の歴史・伝統と新しい時代感覚・グローバル性が見事に調和した外観や内観、

特徴的なアトリウム、そして照明などが好評を博し、『日本の建物とは思えない』、『ニューヨー

クやシカゴのようだ』との声も聞かれるなど、大きな反響を呼びました。

*1カ所の熱供給プラントから、地域内の複数の建物などに冷水や蒸気などのエネルギーを供給するシステム。
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建設概要
所在地： 東京都千代田区大手町

1丁目5番1号
敷地面積：11,042.50m2

延床面積：73,897.01m2

（ウエストタワー）

70,119.97m2

（イーストタワー）

構造： 地上S造/地下SRC造
規模： 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）
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）

TOPICS
日本料理店『檪（あじいちい）』のご紹介

イーストタワーの地下1階に、NTT都市開発グループ

が運営する日本料理店『檪（あじいちい）』がありま

す。店内は、四季の自然のイメージをふんだんに採り

入れた和とモダンのたおやかな調和が心地良い空間

となっております。お料理は、旬の素材にこだわって

日本各地から取り寄せたものを丁寧にこしらえてお

り、心からほっとできるおもてなしとともにお届け

しています。

ビジネスの中心地である大手町で、外国からのお

客さまやご友人、大切なお取引先の方々との昼の憩

いの場として、また、夜のご会食にもお気軽にご利用

ください。

会議やご会食向けのお弁当の配達も承っておりま

す*ので、こちらもお気軽にお問い合わせください。

* 大手町近辺に限らせていただきます。
お店のホームページはこちらから ⇒

http://www6.ocn.ne.jp/~daynite/aji/
index.html
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不動産賃貸事業

賃貸オフィスビル市場では、東京都心で平均空室率の低下傾向が続くとともに、大阪、名古屋、福岡な

どといった全国の主要都市においてもオフィス需要が旺盛となっており、全国的に不動産市況は回復

してきております。

このような状況下、当中間期の当社グループの不動産賃貸事業においては、昨年10月に竣工したアー

バンネット札幌ビルなどの新規物件が当中間期にフル稼動したほか、アーバンネット大手町ビルなど

既存ビルの収益が向上し、また、平成17年9月にはアーバンネット名古屋ビルが満室契約済みで開業す

るなど、好調が続いております。

以上の結果、当中間期の営業収益は380億62百万円（前年同期比3.8%増）、営業利益104億92百万円

（7.8%増）となりました。

79％

不動産賃貸事業では、新規物件の開発と既存物件の収益性向上に努めました。分譲事業では、新規物件の

販売を積極的に行いました。

事業概況

営業収益構成比* 営業収益の状況* 営業利益の状況*

アーバンネット名古屋ビル

当期開発物件

空室率の状況
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（中間期） 
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（中間期） 
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H18 
3月期 

（中間期） 
 

0

（百万円） 

* セグメント間の内部営業収益又は振替高を含む
** 開業直後のアーバンネット名古屋ビルの入居率が10月1日現在で約6割だったため、空室率が一時的に上昇
*** 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
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分譲事業

マンション分譲市場は、年初から供給戸数が減少傾向にありましたが、販売在庫の調整が進んだこと

から8月以降は再び首都圏を中心に供給が増加しています。一方で発売月契約率は8割を超える高い水

準を保っており、販売状況は概ね順調に推移しています。

当中間期の当社グループにおいては、タンタ タウン（横浜市）、THE RIVER PLACE（大田区）などの

物件の収益を計上するとともに、グランウェリス瀬田（世田谷区）、タンタ タウン「アルボの丘」（稲城市）

などの物件の販売を行いました。

この結果、分譲事業における当中間期の営業収益は37億21百万円（前年同期18.2%減）、営業利益は

4億27百万円（同409.2%増）となりました。

当期分譲物件

その他の事業

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な

ど、テナントの要望による賃貸ビ

ルの工事や、オフィスビルのサー

ビス付帯設備として飲食施設の運

営などの事業を展開しています。

当中間期のその他の事業におけ

る営業収益は60億82百万円（前年

同期比4.7%増）、営業利益は1億99

百万円（同1.2%減）となりました。

8％

* セグメント間の内部営業収益又は振替高を含む

営業収益構成比* 営業収益の状況* 営業利益の状況*
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タンタ タウン アルボの丘 グランウェリス瀬田 ウェリス上本町
ローレルタワー

パークホームズ浄心
ガーデンコート
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財務リポート（連結）

科目
当中間期 前中間期 前期

（平成17年9月30日現在）（平成16年9月30日現在） （平成17年3月31日現在）

（資産の部）
流動資産 43,117 25,523 32,816
固定資産 457,037 439,692 447,411

資産合計 500,154 465,215 480,228

（負債の部）
流動負債 97,135 89,357 76,322
固定負債 293,256 326,534 294,808

負債合計 390,392 415,892 371,131

（少数株主持分）
少数株主持分 83 87 88

（資本の部）
資本金 48,760 26,320 48,760
資本剰余金 34,109 0 34,109
利益剰余金 26,453 22,808 25,903
その他有価証券評価差額金 355 106 236

資本合計 109,679 49,235 109,009

負債、少数株主持分及び資本合計 500,154 465,215 480,228

（単位：百万円）連結貸借対照表
総資産

有利子負債

株主資本・株主資本比率
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連結損益計算書 （単位：百万円）

営業収益

経常利益・経常利益率

中間（当期）純利益
（単位：百万円）連結キャッシュ・フロー計算書

当中間期 前中間期 前期
科目 平成17年4月 1日から 平成16年4月 1日から 平成16年4月 1日から

平成17年9月30日まで 平成16年9月30日まで 平成17年3月31日まで

営業収益 45,946 45,500 96,188
営業原価 31,506 32,776 69,692

営業総利益 14,440 12,723 26,495

販売費及び一般管理費 4,878 4,066 9,160

営業利益 9,561 8,657 17,335

営業外収益 274 190 405
営業外費用 1,631 1,910 4,183

経常利益 8,204 6,936 13,556

特別利益 – 322 322
特別損失 1,696 498 1,704

税金等調整前中間（当期）純利益 6,508 6,761 12,174
法人税、住民税及び事業税 3,415 4,609 6,786
法人税等調整額 △824 △1,940 △1,798
少数株主利益 7 4 4

中間（当期）純利益 3,909 4,087 7,182

当中間期 前中間期 前期
科目 平成17年4月 1日から 平成16年4月 1日から 平成16年4月 1日から

平成17年9月30日まで 平成16年9月30日まで 平成17年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 11,750 12,997 24,572
投資活動によるキャッシュ・フロー △18,608 △6,311 △27,812
財務活動によるキャッシュ・フロー 6,339 △6,516 7,081

現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △518 169 3,841

現金及び現金同等物の期首残高 10,203 6,362 6,362

現金及び現金同等物の中間期末（期末）残高 9,685 6,531 10,203

（　　　　  ）（　　　　  ）（　　　　  ）

（　　　　  ）（　　　　  ）（　　　　  ）

中間期
通期

中間期
通期

中間期
通期
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会社概要
(平成17年9月30日現在)

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

本社所在地 〒100-0004  東京都千代田区大手町二丁目2番2号

設立 昭和61年1月21日

資本金 487億6,000万円

従業員数 515名(連結)

支店 東海支店、関西支店、中国支店、九州支店、北海道支店

会社データ

役員

代表取締役社長 三田　清

代表取締役常務 丹呉　昌保

常務取締役 安田　武臣
粂井　常夫
三宅　広人
若泉　征也

取締役 佐鹿　康夫
村岸　公人
古賀　信博
飼手　道彦
徳永　英樹
齋藤　博
伊藤　彰敏
奥田　孝浩
西村　善治
中川　裕
上原　誠司

常勤監査役 大谷　光春
中野　g一

監査役 前川　俊夫
武藤　弘和
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株式の状況
(平成17年9月30日現在)

会社が発行する株式の総数 2,100,000株
発行済株式の総数 658,240株
株主総数 7,820名

株式の状況

株主名 持株数（株）出資比率（％）

日本電信電話株式会社 442,963 67.30

ザ チェース マンハッタン バンク エヌエイ ロンドン 23,324 3.54

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 17,082 2.60

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 17,008 2.58

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 15,925 2.42

バンク オブ ニユーヨーク ジーシーエム
クライアント アカウンツ イー アイエスジー 14,098 2.14

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 6,716 1.02

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 5,888 0.89

シービーロンドン スタンダードライフ
アシュアランス カンパニー 2,682 0.41

資産管理サービス信託銀行株式会社（信託B口） 2,633 0.40

大株主(上位10名)

（％）

● 金融機関 8.8
● 証券会社 0.6
● 事業会社その他法人（国内） 67.6
● 外国法人等 20.8
● 個人・その他（国内） 2.2

株式所有者別分布状況（出資比率）
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主要物件一覧

不動産賃貸事業
主な所有ビル

グランパーク*1

所在地: 東京都港区
土地面積: 12,322m2 *2

建物延床面積: 107,110m2

竣工: 平成8年8月

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: 9,361m2

建物延床面積: 120,536m2

竣工: 平成2年6月

シーバンスN館
所在地: 東京都港区
土地面積: 13,144m2

建物延床面積: 82,890m2

竣工: 平成3年1月

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。

ビル名 所在地 土地面積（m2）建物延床面積（m2） 竣工

大手町ファーストスクエア 東京都千代田区 6,267 79,471 平成 4年 2月
（ウェストタワー）
平成 9年 5月
（イーストタワー）

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 静岡県静岡市 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*3 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*4

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］*5 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
エムズ大通ビル 札幌市中央区 2,275 　13,607 平成 8年 7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
アーバンネット名古屋ビル*1 名古屋市東区 4,723［880］*5 62,068 平成17年 9月

 * 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.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。

4.リニューアル工事完了年月を記載しております。

5.一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。[  ]内は借地面積であります。

6.借地上の物件であります。[  ]内は借地面積であります。
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平成14年度竣工

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年度竣工

平成15年 6月 ヒルズ府中天神町ヴェールアリーナ(東京都府中市)
平成15年11月 ウェリス阿倍野(大阪市阿倍野区)
平成15年12月 ウェリスリビオ新御徒町(東京都台東区)
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 1月 松濤アパートメント(東京都渋谷区)
平成16年 2月 パークハウス二番町(東京都千代田区)
平成16年 2月 パークホームズ浄心スカイビューステージ(名古屋市西区)
平成16年 3月 東陽町セントラルタワー(東京都江東区)

平成16年度竣工

平成16年 9月 ジェントリーハウス品川大井(東京都品川区)
平成17年 3月 THE RIVER PLACE(東京都大田区)
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 シーサイドコート逗子海岸ウェリスステージ(神奈川県逗子市)
平成17年 3月 タンタ タウン(横浜市都筑区)

分譲事業
主な分譲物件

「ウェリス上本町ローレルタワー」のご紹介

ザ・諏訪山レジデンス

当社初の地上41階建・超高層
マンション。
　「交通利便性」「歴史・伝統」
「教育環境」を背景に大阪市
内屈指の住宅地に誕生したの
が、「ウェリス上本町ローレル
タワー」です。
　都心での“安心”と“快適空
間”を実現するため免震装置、
スケルトン・インフィル、各住
戸に光ファイバーケーブル
を4本敷設するなど、将来を
見据えた最先端技術を採用
しております。

【第1期170戸・第2期65戸　即日完売】

下記ホームページに、モデルルームなど「ウェリス上本町ローレル
タワー」に関する情報を掲載しておりますので是非ご覧ください。

>> http://www.ue-tower267.com

タンタ タウンシーサイドコート逗子海岸
ウェリスステージ

グランウェリス哲学堂公園 ウェリス光が丘公園
パークハウス
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株主メモ

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

株式の名義書換代理人 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。

http://www.nttud.co.jp/

〒100-0004  東京都千代田区大手町2-2-2  アーバンネット大手町ビル
TEL.（03）3246-8800（代表）　FAX.（03）3246-8900
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