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電気街、そして最近では小説や映画でも取り上げられるほど注目を集

める街、秋葉原。世界的にもその名を知られ外国人観光客も数多く

訪れるほか、「アキバ」と略すのもあたり前のようになっています。ところ

でなぜ「アキバ」といわれるようになったのでしょう？

「火事とケンカは江戸の華」といわれたように、秋葉原のあたりは江戸

時代から火事が多く、長い間火災に悩まされていました。明治2年

（1869年）の大火を機に、このあたりは広大な火除地
ひ よ け ち

となり、鎮火神社

がまつられました。この神社が当時、火伏
ひ ぶ

せの神として有名な静岡

の秋葉大権現にちなんで秋葉
あき ば

神社と呼ばれるようになり、明治23年

（1890年）に駅名が「秋葉原（あきはばら）」と名付けられた後もその

名残から「アキバ」と略すようになりました。

鎮火への思いを秘めた「アキバ」も今はそのユニークさに加え、人と

情報が交流する「未来の情報発信基地」、「世界にもつながる交通の

重要な拠点」として大きく変貌しつつあります。新たな文化都市、「アキバ」

へぜひ訪れてみてください。 参考資料：秋葉原電気街振興会ホームページ「Akihabara History」より

秋葉原
あ き は ば ら

を「アキバ」と略すのはなぜ？
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Harmony 「人」と「街」と「自然」の調和を目指して

～秋葉原UDX～
表紙にも登場しているビルは、
当社を代表する秋葉原UDX
です。先進的な街、秋葉原に、
「人」と「街」と「自然」の調和を
目指し、秋葉原UDXがITと情
報発信の中核として新たな風を
吹き込みます。

※表紙、4～5頁『秋葉原UDX』Photo：Koji Okumura
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株主の皆さまへ

当期の業績について
当期におけるわが国の経済は、企業収益の改善を背

景に、設備投資や個人消費が増加しており、国内民間

需要に支えられて景気は回復基調を続けております。

一方、原油価格の高止まりや日銀の量的緩和政策

解除による長期金利の上昇といったリスク要因もあり、

これらが経済へ及ぼす影響について懸念されるところ

であります。

そのような中、当社グループが事業を展開している

不動産市場においては、賃貸オフィス市場の空室率の

低下やマンション分譲市場の首都圏発売月契約率が

8割を超えるなど、いずれも好調な市場環境にあります。

不動産賃貸事業については、アーバンネット大手町

ビルなど既存物件の増収や、アーバンネット札幌ビル、

アーバンネット名古屋ビルなどの新規物件の稼働が

大きく寄与した結果、着実な成果をあげています。また、

平成18年3月には秋葉原ＵＤＸが満室契約済で開業

しました。分譲事業においても当期の引渡戸数が

前期より大幅に増加し、増収増益となりました。

以上の結果、平成18年3月期の連結営業収益は、

1,108億33百万円（前年同期比15.2%増）、営業利益

217億16百万円（同25.3%増）、経常利益183億46百

万円（同35.3%増）、当期純利益114億1百万円（同

58.7%増）となり、売上・利益ともに前年同期比15%

以上の成長を遂げることができました。

平成18年3月期で上場2年目を迎える当社は、営業収益、経常利益、
当期純利益ともに過去最高水準の業績となりました。このような決算を
ご報告できることは何よりの喜びです。これからも、株主の皆さまのご
期待に応えるべく、さらなる企業価値の向上を目指して不断の努力を
続けてまいります。

代表取締役社長

三田　清
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※不動産をオーナーから一括して借り上げ、テナントに転貸する形態。

今後の経営戦略
好調な不動産市況を背景に、積極的な事業展開を

行うことで、平成17年5月に公表した中期経営計画

「Change & Proceed to 2007」の目標値を上回り、平成

18年度の事業計画は、営業利益を含めたすべての

項目で‘過去最高水準’の業績を目指してまいります。

開発事業については、平成19年に着工予定の大手

町連鎖型再開発への参画に代表されるように、新規

プロジェクトの発掘・参画にも力を入れていくことで、

引き続き500億円規模の投資を行ってまいります。

不動産賃貸事業については、持続的・安定的な

キャッシュ・フローを生み出す当社の収益基盤として、

一層強固なものにしていきます。具体的には、既存

物件のサービス強化に加え、市場動向に応じた賃料

改定、サブリース※の活用や主要テナントに対するソ

リューション営業の拡大などにより、賃貸収益の拡大

を図っていきます。

分譲事業では、好調な販売を続ける「ウェリス」ブラ

ンドのさらなる確立に向け、量的拡大を目指します。

具体的には、分譲用地の仕入れや共同事業者との

コラボレーションを積極的に行い、多様化する顧客

ニーズや高まる永住志向に応えていきます。

なお、平成17年11月には構造計算書偽造問題が

発覚し、大きな社会問題となりましたが、当社が過去

に分譲したマンションは適正な構造計算に基づくもの

であることを再確認しております。今後も建物の耐震

性などの諸性能については、建築基準法など各種

法令を遵守した品質を確保してまいります。

そのほか、新しい取り組みのひとつとして、当社初

の不動産私募ファンド「NU-1ファンド」を組成し、平成

18年3月30日より運用を開始しました。将来的には、

REIT(不動産投資信託)への移行も視野に入れ、事業

規模を拡大していきます。

上場当初より企業価値の向上を目指し、経営や意思

決定の迅速化、および事業の成長に向けた人材育成

に努めております。加えて、成長の根幹を支えるため

に欠かせない優秀な人材の確保も引き続き実施して

いきます。

企業の社会的責任（ＣＳＲ）を果たすために
当社は、企業の社会的責任（ＣＳＲ）に対する社会の関心

の高まり、会社を取り巻く経営環境の変化などを踏まえ、

企業倫理、社会貢献、人権尊重などの社会的側面に



経営最前線【NU-1ファンドについて】
当社が主導する初の不動産ファンド「NU-1ファンド」の
概要は右図のとおりです。
当ファンドの組成により、
q当社が開発したビルの出口としての活用
wAM・PMフィーといった安定的な収入の獲得
e物件取得や共同事業といったビジネスチャンスの拡大
を目指します。
当ファンドは、100億円規模でスタートし、3年間の運用
を予定しています。

受益権 出資 

信託契約 

PM契約 

AM契約 

譲渡契約 

基金 
拠出 

AM 
NTT都市開発 

営業者 

有限会社 
（NU-1） 匿名組合員 

NTT都市開発 

PM 
NTT都市開発 

不動産 

レンダー 

中間法人 

受託者 
信託銀行 
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To Our Shareholders

ストラクチャー概要

取り組むとともに、コーポレート・ガバナンスの充実や

コンプライアンスの徹底、リスクマネジメントの強化と

いったさまざまな経営課題に取り組みます。

また、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を推進するにあたっ

ては、株主の皆さまをはじめ、主要ステークホルダーと

の信頼関係を深め、良好な関係を築いていけるよう、

経営の透明性の確保やアカウンタビリティーを常に心

がけ、かつ実践していきます。そして、これまで組織的

に実施してきた環境的側面である持続可能な建築空

間の創造・維持・管理により、健康で安全な都市環境

を実現することを事業の重要な方針と位置付け、環境

への配慮、省資源や廃棄物削減なども積極的に行っ

ていきます。

これらの経営課題を確実に実践していくことが、当社

グループの企業価値向上につながるものと考えています。

株主の皆さまには、今後ともますますのご支援を賜り

ますよう、心よりお願い申し上げます。

平成18年6月

代表取締役社長

PM：プロパティマネジメント
AM：アセットマネジメント
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秋葉原クロスフィールドグランドオープン！

「秋葉原UDX」へぜひご来場ください！
～人が出会い、最先端技術が生み出される場所

先進性を追求し、
新たな独自の都市文化を生成します
「人々の交流」と「情報と技術集積」という秋葉原の特徴

を結びつけ、新風を巻き起こす「動力源」となるのが

秋葉原UDXです。その思いを施設コンセプト「Cultural

Generator（文化的発電装置）」として表し、秋葉原UDXが

この土地に受け継がれてきた「先進性」を増進させ、新たな

独自の都市文化をGenerate（生成）していく動力機関で

あることを表現しています。

エレクトリック・ロマンス（電気的情景）
文化的エネルギーがビルのいたるところで満ちているイ

メージを、さまざまなデザインで表現したものです。

LED表示による情報ゲートやJRの車窓からも見える7セグ

ディスプレイのほか、電子回路基板をイメージした舗床

パターンが特徴的です。また、サボニウス・ウインド・ター

ビン（風力発電装置）は発電した電気を光の演出に利用

する工夫が施されています。

秋葉原UDXは、計り知れないパワーを秘めた秋葉原

という場所の歴史性や物語性を引き継いでいます。

秋葉原クロスフィールドの中核施設である秋葉原UDXが平成18年3月9日、グランドオープンしました。
レストランやショールーム、イベントスペース、駐車場などの魅力あふれるさまざまな施設を融合させ、
多くの人々の交流地点として、地域発展の核として、秋葉原に新しい風を吹き込みます。

情報ゲート*

電子回路基板をイメージした舗床パターン*

7セグディスプレイ*

2Fオフィスエントランス 5Fオフィスロビー

サボニウス・ウィンド・タービン*

＊ Photo：dsh
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施設案内

アクセス情報
JR秋葉原駅（山手線、京浜東北線、総武線）から徒歩2分の場所に位置しています。また
東京メトロ銀座線末広町駅、東京メトロ日比谷線秋葉原駅、つくばエクスプレス秋葉原
駅にも近接しています。

22F

07F

06F

05F

04F

02F

03F

01F

BB1F

BB3F
▼詳しくはこちらをご覧ください

秋葉原UDX    URL   http : //www.udx.jp

オフィスフロア

UDXカンファレンス
新しいスタイルのビジネスコミュニケーションスペースとして
ご利用いただける貸会議室です。

アンチエージング クリニック

オフィスロビー

デザインミュージアム（平成18年秋開業予定）
先端ナレッジフィールド
エレクトロニクスや情報通信など先端的なナレッジ（知）が混ざり
合い、新しい産業・文化を生み出す拠点となります。

・東京フードシアター5+1
・秋葉原アドバンスドアカデミー＆先端ラボ
・アキバ3Dシアター&3Dスタジオ

東京アニメセンター
スペシャルアニメの上映ほか、日本アニメの最新情報を
国内外に発信する一大拠点です。

アキバ・スクエア AKIBA_SQUARE
新商品、新技術の発表会や展示会、
ファッションショーほかさまざまなイベントが催されます。

アキバ・イチ AKIBA-ICHI
お客さまの憩いの場として、下町を代表する名店ほか
約30店舗のレストラン、カフェがあります。

・レストラン＆カフェ
・ショップ
・郵便局／ATMコーナー／交番

ＵＤＸパーキング
ドコモのおサイフケータイをはじめ電子決済サービスなど
ITを駆使した最新型の駐車場です。（収容台数約800台）
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■不動産賃貸事業
賃貸オフィスビル市場では、好調な市場環境を背景に、東京都心

を中心に空室率の改善が進んでおり、平均賃料については一部地域

で上昇するケースも出てきました。

このような状況下、当期の当社グループの不動産賃貸事業におい

ては、当社保有の賃貸ビルの稼働がほぼ満室という状況で推移した

ほか、新規稼働物件として平成17年9月にアーバンネット名古屋ビル

（名古屋市）が、平成18年3月には秋葉原ＵＤＸがそれぞれ満室契約

済みで開業しました。そのほかにも、将来の周辺再開発を推進するた

めの種地として中古ビルの取得を行うなど、不動産賃貸事業のさら

なる収益基盤の強化に向けた取り組みも実施しました。

以上の結果、不動産賃貸事業における当期の営業収益は774億

88百万円（前年同期比36億72百万円増）、営業利益は197億73百

万円（同11億70百万円増）となりました。

事業概況
不動産賃貸事業では、オフィスビルの稼働率の向上が収益に大きく寄与したほか、
収益基盤の一層の強化に努めました。
分譲事業では、事業規模を着実に拡大させ、将来の成長に向けた取り組みも加速させました。

営業収益の状況 

H17 3月期 H18 3月期 
0

20,000

40,000

60,000

80,000 （百万円） 
*営業収益構成比 

67％ 

*

0.0

2.5

5.0

空室率の状況 
 

H17.4H16.10

都心5区＊＊ 

3.2

0.80.8

4.2
4.8 4.2

4.2＊＊＊ 
4.3＊＊＊ 

H17.10 H18.3

全国 

（%） 
営業利益の状況 

H17 3月期 H18 3月期 
0

5,000

10,000

15,000

20,000 （百万円） 
*

アーバンネット名古屋ビル

当期開発物件

* セグメント間の内部営業収益または振替高を含む

** 千代田区、中央区、港区、新宿区、渋谷区
*** 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。
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営業収益の状況 

H17 3月期 H18 3月期 
0

5,000

10,000

15,000

25,000

20,000

（百万円） 
*営業収益構成比 

20％ 

*

営業利益の状況 

H17 3月期 H18 3月期 
0

1,000

2,000

3,000

5,000

4,000

（百万円） 
*

■分譲事業
マンション分譲市場は、首都圏を中心に大量供給が続いたものの、

契約率が高水準となるなど販売が好調だったほか、在庫の減少や

分譲単価も一部地域で上昇するなど、概ね好調に推移しました。

当期の当社グループの分譲事業においては、グランウェリス瀬田

（世田谷区）、東京フロントコート（江東区）、タンタタウン「アルボの丘」

（稲城市）などの物件について収益を計上するとともに、ウェリス上本町

ローレルタワー（大阪市）などの販売を行いました。なお、当期の引渡

し物件数は前期から大幅に増加となったほか、来期以降の販売に向

けた土地の仕入れも順調に進捗するなど事業規模は着実に拡大

しております。

以上の結果、分譲事業における当期の営業収益は235億43百万

円（前年同期比89億49百万円増）、営業利益は45億3百万円（同

30億62百万円増）となりました。

■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、飲食施設の運営など

の事業を行っております。当期は大口テナントからの請負工事が増加したことなどにより大幅な増収・増益となりました。

当期のその他の事業における営業収益は139億56百万円（前年同期比19億23百万円増）、営業利益は10億

1百万円（同6億33百万円増）となりました。

グランウェリス瀬田 東京フロントコート タンタタウン「アルボの丘」 ウェリス上本町ローレルタワー

当期分譲物件

* セグメント間の内部営業収益または振替高を含む



当期 前期
科 目 平成18年3月31日現在 平成17年3月31日現在
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財務レポート（連結）

0

300,000

400,000

500,000

600,000

200,000

100,000

総資産 

H17 3月期 H18 3月期 

（百万円） 

 

0

100,000

200,000

300,000

有利子負債 

H17 3月期 H18 3月期 

（百万円） 

0

30,000

60,000

90,000

120,000

22.7% 21.3%

株主資本・株主資本比率 

H17 3月期 H18 3月期 

（百万円、％） 

（資産の部）

流動資産 70,486 32,816
固定資産 473,305 447,411
資産合計 543,792 480,228
（負債の部）

流動負債 111,675 76,322
固定負債 316,339 294,808
負債合計 428,015 371,131
（少数株主持分）

少数株主持分 80 88
（資本の部）

資本金 48,760 48,760
資本剰余金 34,109 34,109
利益剰余金 32,299 25,903
その他有価証券評価差額金 526 236
資本合計 115,696 109,009
負債、少数株主持分及び資本合計 543,792 480,228

連結貸借対照表

1Point

1Point 資産合計

総資産は、積極的な設備投資や分譲
事業における土地の仕入れが順調
に進んだことによるたな卸資産の増
加などにより、5,000 億円を超え、
5,437億円（前年同期比635億円増）
となりました。

2Point 営業利益

営業利益は、217億円と前年同期比
25.3%の増加となりました。アーバン
ネット大手町ビルをはじめとした既存
ビルの寄与により不動産賃貸事業が
着実に成長したことに加え、分譲事業
の引渡戸数の増加によるものです。

単位：百万円
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営業収益 110,833 96,188
営業原価 78,462 69,692
営業総利益 32,371 26,495
販売費及び一般管理費 10,654 9,160
営業利益 21,716 17,335
営業外収益 586 405
営業外費用 3,956 4,183
経常利益 18,346 13,556
特別利益 4,107 322
特別損失 3,287 1,704
税金等調整前当期純利益 19,166 12,174
法人税、住民税及び事業税 7,575 6,786
法人税等調整額 185 △1,798
少数株主利益 4 4
当期純利益 11,401 7,182

当期 前期
科 目 平成17年4月01日から 平成16年4月01日から

平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで

連結損益計算書

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,243 24,572
投資活動によるキャッシュ・フロー △45,157 △27,812
財務活動によるキャッシュ・フロー 32,214 7,081
現金及び現金同等物の増減額（減少：△） 9,300 3,841
現金及び現金同等物の期首残高 10,203 6,362
現金及び現金同等物の期末残高 19,503 10,203

当期 前期
科 目 平成17年4月01日から 平成16年4月01日から

平成18年3月31日まで 平成17年3月31日まで

連結キャッシュ・フロー計算書

2Point

単位：百万円

単位：百万円
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当社ホームページの『IR情報』サイトを大幅リニューアル！

ひとりでも多くの投資家の皆さまへ、タイムリーな情報をお届けするために

『IR情報』サイトをリニューアルしました。

『IR情報』のメニューバーを開いていただくと、最新の物件の写真ととも

に株価情報、IRニュースがご覧いただけます。画面左側のコンテンツ

メニューも豊富で『投資家の皆さまへ』のごあいさつをはじめ、セグメント

ごとの『財務ハイライト』、『中期経営計画』などさまざまな情報を掲載して

います。『IRライブラリ』には、決算短信をはじめ、事業報告書のPDFなど

も掲示し、どなたでもお気軽にご覧いただけます。

さらには「見やすく分かりやすい」をコンセプトにした個人投資家専用

サイトも創設しました。ぜひご覧いただき、当社のIR活動をご理解ください。

アンケートにご協力ください
当社では、株主の皆さまの声を今後のIR活動に反映させるべく、アンケートを実施いたします。

同封の返信用ハガキにてご回答ください。お手数ではございますが、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

（平成18年9月30日まで）

URL http://ir.nttud.co.jp/＞＞アクセスはこちらまで

IR情報を見やすく整理して掲載しています 株価チャートも簡単にご覧いただけます
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会社概要 株式の状況

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

503名（連結）

東海支店、関西支店、中国支店、
九州支店、北海道支店

会 社 名

本 社 所 在 地

設 立

資 本 金

従 業 員 数

支 店

■会社データ

2,100,000株

658,240株

7,221名

会社が発行する株式の総数

発 行 済 株 式 の 総 数

株 主 総 数

■株式の状況

●金融機関 8.1％

●証券会社 0.3％

●事業会社その他法人（国内）67.6％

●外国法人等 22.1％

●個人・その他（国内）2.0％

■株式所有者別分布状況（出資比率）

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

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 17,674 2.69

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）13,303 2.02

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 10,052 1.53

ステートストリートバンクアンドトラストカンパニー 8,876 1.35

モルガン・スタンレーアンドカンパニーインク 8,713 1.32

ゴールドマン・サックス・インターナショナル 8,108 1.23

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 7,835 1.19

シーエムビーエル, エスエーリ. 
ミューチャルファンド 6,498 0.99

ザチェースマンハッタンバンクエヌエイロンドン 5,059 0.77

■大株主（上位10名）

三田　清

丹呉　昌保

安田　武臣
粂井　常夫
三宅　広人
若泉　征也

村岸　公人
古賀　信博
飼手　道彦
徳永　英樹
伊藤　彰敏
奥田　孝浩
西村　善治
山本　康裕

榎 彦左エ門
中野　 一

前川　俊夫
佐藤　健治

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

■役　員

（平成18年3月31日現在）

（平成18年6月22日現在）

（平成18年3月31日現在）



ビル名 所在地 土地面積（m2） 建物延床面積（m2） 竣工
シーバンスN館 東京都港区 13,144 82,890 平成03年01月
東京オペラシティ*1 東京都新宿区 4,259 57,548 平成08年08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05年06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09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06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08年03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05年02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02月*5

NTTクレド基町ビル 広島市中区 21,801 166,191 平成06年03月
NTTクレド白島ビル 広島市中区 7,061 39,812 平成04年04月
NTT-Tビル 福岡市中央区 8,529［249］*3 64,050 平成08年09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05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08年07月
秋葉原UDX *7 東京都千代田区 5,774 80,741 平成18年01月

■不動産賃貸事業
主な所有ビル

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。
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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

大手町ファーストスクエア*1
所在地： 東京都千代田区
土地面積： 6,267m2

建物延床面積：79,471m2

竣工：平成4年2月（ウエストタワー）
竣工：平成9年5月（イーストタワー）

グランパーク*1
所在地： 東京都港区
土地面積： 14,256m2 *2
建物延床面積：121,774m2

竣工： 平成8年8月

*1. 共有物件であり、面積は所有持分を記載しています。 *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います。[ ]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います。 *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。
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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

ザ・諏訪山レジデンス ジオ・ウェリス西宮北口 ウェリス萬代橋

■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）
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 東京フロントコート（東京都江東区）
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 1月 パークホームズ浄心ガーデンコート（名古屋市西区）
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 3月 タンタタウンアルボの丘［第1期］（東京都稲城市）

「麻布十番」駅より徒歩5分、都心の真中で閑静な
住環境を護り続けた「麻布狸穴町」に「ウェリス麻布
狸穴」が誕生します。南に公園を望む開放的な立地に
既存樹を保存した潤い高いランドスケープに調和した
落ち着きのある6階建ての邸宅。その堅牢な建物に
しつらえた全37邸。先進の設備・仕様を備えて、
寛ぎの空間をお届けいたします。
下記ホームページに、モデルルームなど「ウェリス麻布

狸穴」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.azabu-mamiana.com/

｢ウェリス麻布狸穴
まみあな

｣のご紹介

（平成18年7月中旬販売開始予定）
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この冊子は環境にやさしい大豆油インクと100%再生紙を使用しています。 

〒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

3月31日

6月下旬

3月31日

9月30日

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

〒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)

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

東京証券取引所　市場第一部

日本経済新聞

決算期

定時株主総会

期末配当金支払株主確定日

中間配当金支払株主確定日

株主名簿管理人

同事務取扱場所（お問い合わせ先）

同取次所

上場証券取引所

公告掲載新聞

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 : //ir .nttud.co . jp/

株主メモ




