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第22期 期末報告書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで



　「健康と環境、持続可能な社会生活を心がけるライフスタイ

ル」を意味するLOHAS*（ロハス）。ここ数年、生活レベルでこの

言葉に共感する人々が増え、「健康によいか」「地球環境にマイ

ナスでないか」という視点で暮らしや社会が見直されるように

なってきています。地球環境に関連して、さまざまな環境問題が

クローズアップされており、どうすれば地球や暮らしをよりよい

状態で持続できるのか、そのために何をすべきなのかを考え、

身近なところから取り組むことが大切です。

　私たちNTT都市開発も、企業の社会的責任（CSR）として、

持続可能な社会の実現に向けたさまざまな取り組みを行ってい

ます。事業活動に環境マネジメントシステムや環境会計などを導

入、運用しながら、良質な不動産開発事業を推進し、「人」「街」

「自然」が調和する街づくりを実践しています。

（ロハス）L O H A S

表紙に登場している「秋葉原
UDX」は、オフィスやレストラン、
イベントスペースなどさまざまな
施設を有する複合ビルで、秋葉
原に新風を吹き込む「原動力」
となっています。
Photo： Koji Okumura
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株主の皆さまへ

　株主の皆さまにおかれましては、ますますご清栄の

こととお慶び申しあげます。また、平素より格別の

ご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。

　第22期（平成18年4月1日～平成19年3月31日）の

報告書をお届けするにあたり、ご挨拶申しあげます。

私は、この度、平成19年6月21日開催の定時株主総

会および取締役会の選任により、代表取締役社長に

就任いたしました。微力ではございますが、皆さまの

ご期待に応えられるよう、全力を尽くしてまいります

ので、どうぞよろしくお願い申しあげます。

代表取締役社長　三ツ村 正規
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P r e s i d e n t  M e s s a g e

事業環境と今後の経営戦略

　当社を取り巻く環境といたしましては、日本経済が

好調な企業収益に支えられ着実に景気回復を続け

る中、不動産市場は、特に首都圏において好況を維

持しております。賃貸オフィス市場については、堅調な

オフィス需要により、東京都心部の大型優良ビルの

稼動率は高水準を維持し、立地、機能に優れたビル

では賃料の上昇も顕著になりつつあります。また、マン

ション分譲市場においても、団塊ジュニア層やシニア

世代などの需要に支えられ、概ね良好な販売状況が

続いております。このような中、当社は、お陰さまで

3期連続で増収、増益を続け、当期は営業収益、経常

利益、当期純利益ともに過去最高水準を達成いた

しました。

　今後の事業戦略としましては、引き続き好調な不

動産マーケットを背景に、東京・大手町や大阪駅北口

などで進めている開発プロジェクトの積極的な推進、

不動産賃貸事業におけるテナント営業活動の更なる

充実、強化、マンション分譲事業における当社ブランド

「ウェリス」の確立などに取り組み、一層の業績向上

に努めてまいります。また、今後強化していく施策とし

て、当社はNTTグループ唯一の総合不動産会社であ

るとの強みを活かし、NTTグループ企業が保有する不

動産の有効利活用に向けた提案など、NTTグループ

企業への不動産ソリューションを推進してまいります。

企業価値の増大に向けて

　上場から3年、当社グループは着実に成長してまい

りました。今後も積極的な事業運営に取り組み、平成

20年3月期につきましても、営業収益、各利益項目と

もに、平成19年3月期に続き過去最高水準を目指し

ます。

　これからも、「We create harmony.」というコーポ

レートスローガンのもと、「人」「街」「自然」が調和する

快適空間を創造し続けていくことを目標としながら、新

たな企業価値の創造、長期的な成長の実現に努めて

まいります。

　株主の皆さまには、一層のご理解、ご支援を賜りま

すよう心よりお願い申しあげます。

平成19年6月

代表取締役社長 



N T T 都 市 開 発  第 2 2 期  期 末 報 告 書 3

事業概況

当期の連結業績は、営業収益1,282億15百万円（前期比15.7%増）、営業利益250億91百万円（同15.5%増）、

経常利益229億38百万円（同25.0%増）、当期純利益129億95百万円（同14.0%増）となりました。

 前期 当期
 平成 17 年 4月1日から 平成 18 年 4月1日から
 平成 18年 3月31日まで 平成 19年 3月31日まで

売上高営業利益率 19.6 19.6
自己資本利益率 10.1 10.8
配当性向 29.1 25.3
純資産配当率 2.9 2.7
自己資本利益率=当期純利益÷期中平均自己資本 
配当性向=配当額÷当期純利益  
純資産配当率=配当額÷期中平均純資産 

（単位 : %）

連結決算のポイント

■ 営業収益、営業利益、経常利益および当期純利益は、前期実績に対しても、業績予想に

対しても増収、増益となりました。
■ 営業収益、営業利益、経常利益および当期純利益ともに過去最高を記録しました。

営業収益
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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）のサブリースによる収益寄与、アーバンネット名古屋ビ
ル（名古屋市）の通期稼動、好調なオフィスビル市況を背
景にした既存ビルの収益増等により、増収、増益となりま
した。また、将来の再開発に向けた用地の取得にも積極的
に取り組み、平成18年４月には京都四条烏丸で、商業エリ
アとビジネスエリアが交差する好立地に土地、建物を取得

しました。またＵＤ御堂筋ビル※（大阪市）は持分を追加取
得し、併せてその隣地についても取得しています。 
　以上の結果、不動産賃貸事業における当期の営業収益
は853億12百万円（前期比78億23百万円増）、営業利益
231億84百万円（同34億11百万円増）となりました。
※ＵＤ御堂筋ビルは、平成18年12月１日付で「ＵＤ兼松ビル」より名称変更しました。

好調な企業収益を背景に需要が拡大する賃貸オフィス市場、そして、団塊ジュニア層やシニア世代の需要
に支えられ、好調な販売状況が続くマンション分譲市場を背景に、積極的な事業活動を展開した結果、不動
産賃貸事業、分譲事業ともに増収、増益を達成しました。

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
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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おります。
※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
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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おります。

　当期は、ウェリスガーデン千葉みなと公園（千葉市）、ウェ
リス検見川浜（千葉市）、タンタ タウン「アルボの丘」（稲城
市）、ウェリス・ジオ梅田レジデンス（大阪市）等の物件につ
いて収益を計上し、また、ウェリス麻布狸穴（港区）、ウェリス
シティ大森タワー（大田区）等の物件の販売を行いました。
さらに、ファンド等への一括（一棟）売却も実施した結果、当
期のマンションの引渡戸数は670戸と前期を大幅に上回りま

した。また、当期は、ハウスメーカー等に対する宅地分譲や
土地の一括売却など、取得した用地の特性に合わせた土地
の売却についても取り組みました。
　以上の結果、分譲事業における当期の営業収益は326億
80百万円（前期比91億36百万円増）、営業利益52億28百
万円（同7億25百万円増）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期の営業収益は135億 24百万
円（前期比431百万円減）、営業利益９億５１百万円（同49
百万円減）となりました。

ウェリス検見川浜 ウェリス・ジオ梅田レジデンス

ウェリス麻布狸穴 ウェリスシティ大森タワー

セグメント別事業概況

※1※1 ※1

※ ※ ※

※2
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「ヒートアイランド現象」を緩和する
取り組みが進んでいます

持続可能な社会の

実現に向けて

利便性、快適性の追求がもたらした環境破壊
　ヒートアイランド現象の原因は、空調システムや自動車から放出

される人工排熱の増加、緑地、水面の減少、建物や舗装道路の増

大による地表面の人工化などにあります。私たちの生活が便利で

快適になるにつれて、多くの熱が排出され、熱を吸収する緑や土の

地面は減少し続けています。ヒートアイランド現象は、日中の高温

化や熱帯夜の増加を招いているだけでなく、局地的集中豪雨の多

発や、都市の上空を汚染物質がドーム状に覆うダストドーム現象と

の関連性も指摘されています。

進むヒートアイランド対策
　ヒートアイランド対策については、平成16年に政府が「人工排熱

の低減」「「地表面被覆の改善」「都市形態の改善」「ライフスタイ

近年、都市部特有の環境問題として、郊外よりも都市部の気温が島状に高くなる「ヒートアイランド現
象」が注目されています。地球温暖化によって地球全体の平均気温は20世紀の間に約0.6度上昇し
たといわれていますが、日本の大都市で2.4度、東京では3度以上も上昇しているのです。NTT都市
開発ではさまざまな角度からヒートアイランド緩和対策に取り組んでいます。

東京における年平均気温推移（資料：気象庁）

屋根表面温度の比較（8/19 表面積70㎡）

ルの改善」を柱とした「ヒートアイランド対策大綱」を策定するな

ど、官民をあげた取り組みが進んでいます。東京都や大阪府、横浜

市などといった都市部を抱える自治体では、それぞれ独自の施策も

実施しており、当社も、これら自治体のガイドラインを順守しなが

ら、屋上緑化や壁面緑化、敷地内の自然被覆化、人工排熱削減な

ど、さまざまな対策を講じています。

サツマイモ水気耕栽培による屋上緑化手法を開発
　さらに、新たなヒートアイランド対策にも取り組んでおり、昨年

は、(株)NTTファシリティーズと共同で「サツマイモ水気耕栽培」

の屋上緑化手法を確立しました。現在、屋上緑化では芝生やセダ

ムなどを用いる方法が主流となっていますが、これらに比べ｢優れた

蒸散効果により高温緩和効果が高い」「システムが軽量で既存物

件の屋上耐荷重でも導入が容易」など、多くのメリットがあります。

実証実験では、太陽からの正味エネルギーの約80％を吸収し、屋

根表面温度を最大27℃低下させるという非常に高い効果が証明

されており、同システムの導入によりヒートアイランド対策に貢献で

きるものと期待しています。当社では、今後も、地球温暖化の抑制

や自然環境との共生など環境保全活動に積極的に取り組んでいき

ます。20061996197619561936191618961876
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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 70,486 94,853
固定資産 473,305 486,995
資産合計 543,792 581,848

（負債の部）
流動負債 111,675 96,156
固定負債 316,339 360,522
負債合計 428,015 456,679

（純資産の部）
資本金 － 48,760
資本剰余金 － 34,109
利益剰余金 － 41,925
その他有価証券評価差額金 － 296
少数株主持分 － 77
純資産合計 － 125,169
負債・純資産合計 － 581,848

（少数株主持分）
少数株主持分 80 ー

（資本の部）
資本金 48,760 ー
資本剰余金 34,109 ー
利益剰余金 32,299 ー
その他有価証券評価差額金 526 ー
資本合計 115,696 ー
負債、少数株主持分及び資本合計 543,792 ー

科　目 平成19年3月31日現在平成18年3月31日現在
当 期前 期

（単位：百万円） （単位：百万円）

総資産

720,000

600,000

480,000

360,000

240,000

120,000

0

（単位：百万円）

H18 3月期末 H19 3月期末

純資産・自己資本比率

150,000

125,000

100,000

75,000

50,000

25,000

0

（単位：百万円、%）

H18 3月期末 H19 3月期末

有利子負債

360,000

300,000

240,000

180,000

120,000

60,000

0

（単位：百万円）

H18 3月期末 H19 3月期末

純資産 自己資本比率

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

当期純利益

15,000

12,500

10,000

7,500

5,000

2,500

0

（単位：百万円）

H18 3月期 H19 3月期

営業利益、営業利益率

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

（単位：百万円、%）

H18 3月期 H19 3月期

営業利益 営業利益率

不動産賃貸事業、分譲事業ともに業績
は好調で、過去最高を達成しました。

分譲事業の用地仕入を積極的に行っ
た結果、営業キャッシュ・フローはマイナ
スとなりました。

営業収益 営業活動によるキャッシュ・フロー

連結損益計算書

営業収益 110,833 128,215

営業原価 78,462 91,781

営業総利益 32,371 36,433

販売費及び一般管理費 10,654 11,342

営業利益 21,716 25,091

営業外収益 586 1,850

営業外費用 3,956 4,003

経常利益 18,346 22,938

特別利益 4,107 306

特別損失 3,287 1,432

税金等調整前当期純利益 19,166 21,812

法人税、住民税及び事業税 7,575 7,929

法人税等調整額 185 885

少数株主利益 4 2

当期純利益 11,401 12,995

科　目 平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで

当 期前 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 22,243 △5,076

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,157 △32,995

財務活動によるキャッシュ・フロー 32,214 20,823

現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  9,300 △17,248

現金及び現金同等物の期首残高 10,203 19,503

現金及び現金同等物の期末残高 19,503 2,255

科　目
当 期前 期

平成18年4月1日から
平成19年3月31日まで

平成17年4月1日から
平成18年3月31日まで

21.3�

21.5�

19.6�19,6�
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　当社が開発した「アーバンネット名古屋ビル」が、

平成18年10月に(財)日本産業デザイン振興会の

「2006年度グッドデザイン賞(Gマーク)」を、平成19

年2月に愛知県の「第14回愛知まちなみ建築賞」をそ

れぞれ受賞しました。

　「アーバンネット名古屋ビル」は、平成17年9月に

完成した高層オフィス棟と商業棟からなる複合施設で

す。1階部分を公開空地やピロティとしてできる限り市

民の皆さまに開放し、緑化を行うことにより憩いとやすら

ぎの空間を提供しています。また、緑化陶壁という新し

いタイプの壁面緑化を施すなど、その街づくりの視点と

環境への配慮を大切にしたデザインが高く評価され、

受賞に至りました。

「アーバンネット名古屋ビル」が、「グッドデザイン賞」と「愛知まちなみ建築賞」を受賞

トピックス

<アーバンネット名古屋ビル概要>
所在地: 愛知県名古屋市東区
敷地面積: 6,954㎡
延床面積: 76,467㎡
階数: 地上22階地下3階
用途: 事務所・飲食店・物品販売店舗・地域冷暖房施設

N T T 都 市 開 発  第 2 2 期  期 末 報 告 書10

　平成18年12月、プロパティマネジメント業務等を行

う新会社として、当社100%出資により「NTT都市開

発西日本BS株式会社」を大阪市に設立しました。

　現在、不動産市場は景気の回復を背景に好調に

推移しています。このような中、当社は、西日本エリア

のビル賃貸事業におけるプロパティマネジメント業務

を事業化することで更なる品質の向上と競争力の強

化を実現し、より積極的な事業展開を図ること、および

今後さらに拡大が見込まれる西日本エリアの分譲事

業に関して、マンション管理の受注拡大を図ることなど

を目的に新会社を設立しました。今後は同社により西

日本エリアでの事業拡大を通じて、NTT都市開発グ

ループの更なる発展、成長を目指します。

西日本エリアでの事業拡大に向けて、「NTT都市開発西日本BS株式会社」を設立
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<アーバンネット名古屋ビル概要>
所在地: 愛知県名古屋市東区
敷地面積: 6,954㎡
延床面積: 76,467㎡
階数: 地上22階地下3階
用途: 事務所・飲食店・物品販売店舗・地域冷暖房施設

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
552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
10,412名

（平成19年3月31日現在）

（平成19年6月21日現在）

（平成19年3月31日現在）

■ 役　員

■ 株式所有者別分布状況（出資比率）

外国法人等 24.6％

■ 大株主（上位10名）
株主名 持株数（株）出資比率（％）

金融機関 5.8％
証券会社 0.2％

事業会社その他法人（国内）
67.6％

個人・その他（国内）1.9％

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 65,172 1.98

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 61,553 1.87

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 44,353 1.35

ジェーピー モルガン チェース バンク 380084 36,779 1.12

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 35,994 1.09

メロン バンク トリーティー クライアンツ オムニバス 33,642 1.02

ステート ストリート バンク アンド トラスト カンパニー 505103 33,453 1.02

シー エム ビー エル， エス エー リ． ミューチャル ファンド 30,433 0.92

ジェーピーエムシービー オムニバス ユーエス ペンション
トリーティー ジャスデック 380052 

27,207 0.83

※平成19年1月1日をもって普通株式1株につき5株の割合で株式の分割を実施しております。

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
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 ※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
秋葉原UDX※7  東京都千代田区 5,774  80,741  平成18年 1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： 東京都港区
土地面積： 13,144㎡
建物延床面積： 82,890㎡
竣工： 平成3年1月

アーバンネット大手町ビル グランウェリス哲学堂公園 ザ・諏訪山レジデンス グランウェリス瀬田 ウェリス・ジオ梅田レジデンス大手町ファーストスクエア※1 シーバンスN館

（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）

「ウェリス駒込レジデンス」のご紹介

明治維新の傑士、木戸孝允の別邸跡地に「ウェリス駒込レジデ

ンス」が誕生します。当敷地は、JR山手線、東京メトロ南北線

「駒込」駅より徒歩 4分、都心山の手の閑静な住宅地であり、周

辺には、徳川五代将軍綱吉の側近、柳沢吉保によって築造され

た「六義園」、小石川植物園（徳川綱吉白山御殿跡）、旧古河庭

園（陸奥宗光別邸跡）などが点在

する歴史を継承した緑豊かな美

しい環境です。木戸孝允が残し

た池と庭園を受継ぎ、和の心を

現代に甦らせる美しい邸宅美を

築きあげます。下記ホームページ

に「ウェリス駒込レジデンス」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-komagome.jp/
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株主メモ

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

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
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第22期 期末報告書
平成18年4月1日から平成19年3月31日まで


