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代表取締役社長

　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

　2014年3月期の国内経済は、緩やかな回復基調となりました。当社グルー

プの業績は、不動産賃貸事業では、既存物件の空室率が上昇し、賃料水準

も弱含みに推移するなど減益傾向が継続しましたが、マンション分譲市場

における低金利などを背景とした底堅い消費者の購入マインドに支えられ

て分譲事業が好調に推移し、過去最高の営業収益・営業利益を達成するこ

とができました。

　今後も、事業環境の変化に機動的に対応しつつ、経営改善を進めてまい

ります。不動産賃貸事業におきましては、2014年 7月に営業体制を一新・

強化して営業活動に取り組んできた結果、既存物件の空室率改善に一定の

目途が立ちつつあり、2015年 2月に開業する品川シーズンテラスのリー

シングに注力してまいります。分譲事業につきましては、建築コストの上

昇なども踏まえ、利益確保に向けた取り組みを強化します。また、商業事業、

グローバル事業といった分野における成長機会の拡大も図りつつ、健全な

財務基盤に支えられた収益基盤の確立を図ってまいる所存です。

　株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援賜りますようお願い申

し上げます。
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■業績ハイライト
　2014年3月期の連結業績は、営業収益1,891億円（前
期比15.9%増）、営業利益304億円（前期比11.2%増）、
経常利益 248 億円（前期比 12.9% 増）といずれも大
幅に伸長し、営業利益は過去最高益を達成いたしまし
た。また、当期純利益については、固定資産売却に伴
う特別利益および特別損失の計上や法人税の増加など
により、113 億円（前期比 6.1%減）となりました。

　● 不動産賃貸事業
　　アーバンネット神田ビル、グランフロント大阪な
どの前期竣工物件や「レソラ　サウステラス」など
の新たに竣工した物件の賃料収入などによる収益確
保に取り組みました。さらに、営業人員の増加やア
カウント営業の拡充などリーシング体制の強化に努
めました。新規ビルの開発につきましては、（仮称）
目白 2丁目プロジェクトや品川シーズンテラスなど
が進行中であります。
　　引き続き、お客様・マーケット志向を徹底し、リー
シング体制およびコスト競争力の強化に取り組んで
まいります。

　● 分譲事業
　　ウェリス代官山猿楽町、ウェリス有栖川などの東
京都心の高額物件を含めた引渡しを行い、過年度竣

工物件を含め、過去最多のマンション引渡戸数 1,423
戸を達成いたしました。
　　引き続き、分譲マンション販売に加え、NTTグルー
プと連携した高齢者向け賃貸住宅の提供などに取り
組んでまいります。また、用地取得の難化や建築費
の高騰の中で、利益率の確保に留意し、事業を展開
してまいります。

　● グローバルビジネス
　　英国ロンドン市中心部の好立地に位置する「265 
Strand」を取得し、米国では現地法人を設立し、
ニューヨーク市でのオフィス・商業複合ビルの再開
発プロジェクトに参画いたしました。東南アジアで
は、アジア進出の活動拠点となるシンガポール駐在
員事務所において、情報収集およびビジネスチャン
スの発掘に取り組んでおります。引き続き、収益基
盤の確立に努めるとともに、事業機会の創出に向け
た取り組みを推進してまいります。

■利益還元について
　株主の皆さまへの利益還元につきましては、長期的
かつ安定的な利益還元に努めております。当期の期末
配当につきましては、1株当たり 8円とさせていただ
き、既に支払われた中間配当金 8円と合わせて、年間
配当については 1株につき 16円となりました。

2第29期  期末報告書



連結損益計算書
前期

2012 年4月1日から
2013 年3月31日まで

当期
2013 年4月1日から
2014 年3月31日まで

営業収益 163,168 189,186

営業原価 117,163 136,519

営業総利益 46,004 52,666

販売費及び一般管理費 18,603 22,207

営業利益 27,401 30,458

営業外収益 2,500 2,326

営業外費用 7,885 7,919

経常利益 22,016 24,865

特別利益 389 8,576

特別損失 3,436 13,103

税金等調整前当期純利益 18,969 20,338

法人税等 5,544 7,534

少数株主損益調整前当期純利益 13,425 12,803

少数株主利益 1,351 1,460

当期純利益 12,073 11,343

参考

EBITDA* 51,168 55,025

（単位 : 百万円）

営業利益
　不動産賃貸事業における国内物件売却益や分
譲事業が好調だったことにより、前期比 30億円
増の 304 億円となり、過去最高益を達成いたし
ました。

特別利益・特別損失
　特別利益はグランパークの持分やUDX特定目
的会社優先出資証券の持分等の固定資産売却益
を計上したことにより、85 億円となりました。
　特別損失はトレードピア淀屋橋（底地）等の固
定資産売却損、減損損失、固定資産除却損の計上
により、131億円となりました。

当期純利益
　当期純利益は法人税の増加などにより、減益
となりました。

セグメント別業績
不動産賃貸事業 分譲事業

（単位：百万円）

前期
2012 年4月1日から
2013 年3月31日まで

当期
2013 年4月1日から
2014 年3月31日まで

営業収益 94,509 96,595

営業利益 29,216 27,189

（単位：百万円）

前期
2012 年4月1日から
2013 年3月31日まで

当期
2013 年4月1日から
2014 年3月31日まで

営業収益 54,939 79,537

営業利益 2,914 8,222

販売戸数 1,052 戸 1,423 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
当期末

2014 年3月31日現在

資産の部

流動資産 131,843 125,351

固定資産 809,207 860,155

資産合計 941,050 985,507

負債の部

流動負債 177,439 101,021

固定負債 549,775 655,893

負債合計 727,215 756,915

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 97,150

その他有価証券評価差額金 1,131 976

為替換算調整勘定 817 4,447

退職給付に係る調整累計額 － 171

少数株主持分 37,614 42,975

純資産合計 213,835 228,591

負債純資産合計 941,050 985,507

参考

有利子負債 505,993 507,253

ネット有利子負債 491,373 488,345

ネット有利子負債／ EBITDA倍率 9.6 倍 8.9 倍

連結キャッシュ・フロー計算書
前期

2012 年4月1日から
2013 年3月31日まで

当期
2013 年4月1日から
2014 年3月31日まで

営業活動によるキャッシュ・フロー 48,089 51,870

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 39,885 △ 37,962

フリー・キャッシュ・フロー 8,203 13,907

財務活動によるキャッシュ・フロー △ 6,660 △ 8,656

現金及び現金同等物に係る換算差額 305 737

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,848 5,989

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期末残高 12,809 18,798

（単位 : 百万円）

（単位 : 百万円）

流動資産
　主として、マンション分譲が好調であったこ
とや、物件売却等に伴いたな卸資産が 91億円減
少した結果、前期比 64 億円減の 1,253 億円と
なりました。

固定資産
　大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業の
権利変換に伴う土地の取得（418 億円）や東新
ビルの取得（262 億円）などの結果、前期比
509 億円増の 8,601 億円となりました。

有利子負債
　627 億円の新規投資を行いましたが、物件売
却などによる資産組換えを行った結果、有利子
負債は、前期比ほぼ横ばいの 5,072 億円となり
ました。なお、現金及び現金同等物を控除した
ネット有利子負債は 30億円減少しております。

フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・
フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計額）

　営業活動によるキャッシュ・フローが前期比
37 億円増加し、投資活動によるキャッシュ・フ
ローが前期比 19 億円減少した結果、フリー・
キャッシュ・フローは前期比＋ 57億円の＋ 139
億円となりました。

投資活動によるキャッシュ・フロー
　683億円の新規投資（前期比＋255億円）を行っ
た一方、資産組換えに伴う固定資産の売却による
304億円のキャッシュ・イン（前期比＋275億円）
があったことにより、前期比＋19億円の△ 379
億円のキャッシュ・アウトとなりました。

営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純利益の増加（前期比＋ 13
億円）およびたな卸資産の減少に伴うキャッ
シュ・インの拡大（前期比＋ 55 億円）により、
前期比＋ 37 億円の＋ 518 億円のキャッシュ・
インとなりました。
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環境・社会に配慮した街づくり
第 29期中間報告書 (2013 年 12月発行 )で実施したアンケートに、約 950 名の方からご回答をいただきました。心より
御礼を申し上げます。皆さまからいただいたご要望にお答えし、環境・社会に配慮した街づくりの事例についてご紹介します。

NTT都市開発グループでは事業を通じて、
環境、社会、地域経済、コミュニティの育成などあらゆる課題に取り組んでいます。

　NTT 都市開発が代表企業として事業を進めている品川
シーズンテラスは、国内最高水準の環境配慮型ビルとふれあ
いとにぎわいを生み出す約 3.5ha の広大な緑地を創出する
大規模開発です。この緑地が公益財団法人都市緑化機構の「社
会・環境貢献緑地評価システム（SEGES：シージェス）」に
おいて「緑の保全・創出により社会・環境に貢献する開発事
業（都市開発版 SEGES）」として認定されました。
　今回の認定では、敷地全体の約 6割を占める緑地面積、臨
海部と都市部の自然生態系の中継点として機能するように考
えられた植栽計画、ヒートアイランド現象対策としてクール
スポットとなる機能をもたせた点など、様々な環境への配慮
が高く評価されました。

約3.5ha の広大
な緑地はエリア
一帯の緑の拠点
となる

緑の保全・創出で環境･社会に貢献する
開発事業として、SEGES認定を取得 ～品川シーズンテラス（東京都港区）～

5 NTT都市開発



　様々な世代の入居者の方々のコミュニティの形成を目的とした「きっ
かけ」作りのために多彩な共用スペース（施設）を設けています。また、
ハード面のみならず、ソフト面においては、“ゆるやかなつながり”と“出
会いのきっかけ ”を生むプログラム『はぐむクラブ』を導入しています。
ご契約者様を対象とした田植えや稲刈り体験では、大勢の方にご参加い
ただき、交流の輪が広がりました。今後は、本物件の敷地内に入居者の
方々の手によって、災害時には炊き出しにも利用できるピザ窯を作るな
ど、入居者同士を新たにつなぐプログラムを予定しています。 日帰りの稲刈り＆田んぼ体験プログラムはファミリーに人気

世代を超えた出会いを創出する“きっかけ”を提供
『はぐむクラブ』導入 ～ウェリス稲毛（千葉県千葉市）～
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稼働

不動産賃貸事業

❶レソラ  サ ウ ス テ ラ ス
❷目白 2 丁目プロジェクト
❸品 川 シ ー ズ ン テ ラ ス
❹日 本 橋 二 丁 目 計 画
❺銀 座 一 丁 目 計 画
❻大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業

2013年3月期 2014年3月期 2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2018年3月期 2019年3月期

建設

建設

建設

建設

建設

建設

稼働

稼働

稼働

稼働

稼働

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

竣工

❶レソラ   サウステラス
所 在 地：福岡県福岡市
着　　工：2012 年 4月
竣　　工：2013 年 8月
延床面積：6,184㎡
規　　模：地上 9階
用　　途：商業

❷目白 2丁目プロジェクト

所 在 地：東京都豊島区
着　　工：2013 年 4月
竣　　工：2014 年 11 月
 （予定）

延床面積：約 7,600㎡
規　　模：地上 4階、
 地下 2階
用　　途：商業

❸品川シーズンテラス
所 在 地：東京都港区
着　　工：2012 年 2月
竣　　工：2015 年 2月
 （予定）
延床面積：約 205,785㎡

（全体）
規　　模：地上 32階、

地下 1階
用　　途：オフィス、商業

❹日本橋二丁目計画
所 在 地：東京都中央区
着　　工：2013 年 2月
竣　　工：2015 年 10 月
 （予定）
延床面積：14,795㎡
規　　模：地上 10階、

地下 1階
用　　途：オフィス

❺銀座一丁目計画
所 在 地：東京都中央区
着　　工：2013 年 6月
竣　　工：2015 年 11 月
 （予定）
延床面積：11,720㎡
規　　模：地上 8階、
 地下 1階
用　　途：オフィス

❻大手町二丁目地区第一種市街地再開発事業
所 在 地：東京都千代田区
着　　工：2015 年 6月
 （予定）
竣　　工：2018 年 5月
 （予定）
延床面積：A棟全体・
 約 199,000㎡
 （当社持分・
 約 34,000㎡※）
規　　模：A棟・地上 35
 階、地下 3階
用　　途：オフィス、商業

※共有持分含む

新規・開発物件
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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。

ウェリス柏 ウェリス錦糸町　北斎通り

ウェリス南流山（PROJECT D.N.A. マンション街区） ウェリス六本木

　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飯倉片町エリアに洗練された大人
の邸宅が誕生しました。

　JR 総武線「錦糸町」
駅まで徒歩 8分、東京
駅まで直通8分、3駅 5
路線のマルチアクセス。
再開発によって進化した
錦糸町北口の北斎通りに
面する地上9階建て55
戸のレジデンス。エント
ランスホールでは、江戸
切子の装飾柱による上
品な空間デザインが愉
しめます。

　JR 常磐線・東武野田
線「柏」駅前の大型の商
業施設や商店街のにぎわ
い・利便性の高さと閑静
な住環境を享受すること
ができる立地に誕生する
レジデンスです。地上14
階建て総戸数 52 戸、全
戸南東向きのプランニン
グとし、日々の暮らしに
光と風を取り込みます。

　つくばエクスプレ
ス線快速停車駅「南
流山」駅徒歩 8 分、
南流山の新しいラン
ドマークとなる総戸
数 345 戸のレジデ
ンスです。施行計画
面積約 68.3ha（東京ドームの約 14.5 個分）、計画人口約 6,800 人と
いう流山都市計画事業木地区一体型特定土地区画整理事業の中心と
なる、マンション・戸建の大規模複合開発プロジェクト。「さまざま
な世代が安心して暮らせる街づくり」をめざします。

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・プレゼント情報などの特典をご提供する会員組織です。

新規入会受付中！ 詳しくは   http://www.wellith.jp/ ウェリスクラブ 検 索

分譲事業（販売中の首都圏物件）
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▼▼ ▼▼

▶▶ ▶▶ ▶▶

▶▶

▶▶

▶▶

（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、価格動向など
（法的条件）
　権利関係、建築基準法、都市計画法など

●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、用地取得の可否を判断します。 ●マーケットニーズを踏まえ、より詳細なプ

ランの検討を行い、事業を推進します。
　商品企画・設計・工法検討・工事監理・販売

●お客様にお引渡し後は、
確かなアフターフォロー
を実施します。

竣工着工

基本構想 用地取得 プラン検討

建設工事
お客様に
引渡し

（収益計上）販売活動

NTT都市開発の事業をシリーズでご紹介します。
第2回は、分譲事業です。

　当社の分譲事業は、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
います。2000年から分譲マンションブランド
「WELLITH（ウェリス）」をスタートし、2012
年には、累計で5,000戸を達成しました。また、
NTTグループと連携を図り、「省エネルギー」
や「防犯対策」関連のサービスを積極的に導入
し、「お客様志向の徹底」、「高品質な住まいづ
くり」に努めております。

　用地の取得から商品企画、施工、販売の各部門が同時進行で事業を進めています。ウェリスブランドのマンションには、
集合住宅に備わる基本的性能（構造、空間寸法、断熱、セキュリティなど）に加えて、独自の商品企画基準「ウェリスコー
ド」などを定めています。「永住性への配慮」、「安全安心」、「環境創造」、「快適な住空間」、「先進の情報技術」、「確かな管理」
の分野で細かな工夫や配慮を施し、商品・品質価値の向上に努めております。

■分譲事業の流れ

9 NTT都市開発

Business Overview



会社が発行する株式の総数
発 行 済 株 式 の 総 数
株 主 数
（ う ち 単 元 未 満 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

776 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（まき　さだお）
西村　 善治（にしむら　よしはる）
篠田　 　智（しのだ　さとし）
長谷川 和弘（はせがわ　かずひろ）
中原 　志郎（なかはら　しろう）
楠本 　正幸（くすもと　まさゆき）
北村 　明義（きたむら　あきよし）
塩川 　完也（しおかわ　かんや）
香月 　重人（かつき　しげひと）
吉条 　良仁（きちじょう　よしひと）
三ツ村 正規（みつむら　まさき）
小松 　　章（こまつ　あきら）
池田 　　康（いけだ　こう）
渡辺 　光宏（わたなべ　みつひろ）
池川 　博士（いけがわ　ひろし）
加藤 　久子（かとう　ひさこ）
久米 　真司（くめ　しんじ）

1,050,000,000 株
329,120,000 株

18,601 名
60 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（2014 年 6月 24日現在）

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 221,481,500 67.30％

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口） 7,849,900 2.39％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社
（信託口） 7,484,000 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 3,390,200 1.03％

RBC IST OMNIBUS 15.315 PCT NON 
LENDING ACCOUNT 3,071,100 0.93％

ザ　バンク　オブ　ニユーヨーク　133522 2,555,400 0.78％

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 2,144,685 0.65％

ステート　ストリート　バンク　アンド
トラスト　カンパニー　505223 1,849,942 0.56％

モルガンスタンレーアンドカンパニー
エルエルシー 1,771,945 0.54％

RBC ISB A/C DUB NON RESIDENT - 
TREATY RATE 1,638,000 0.50％

金融機関　8.0%個人・その他（国内）　4.5%
証券会社　0.7%

外国法人等　19.1%

事業会社・その他の
法人（国内）　67.8%
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株主メモ

TOP I C S

　2014 年 2 月から 3
月にかけて、日本経済
新聞 ( 全国版 )など
に当社の企業広告を
シリーズで掲載しまし
た。これらの広告が、
広告専門誌「月刊ブ
レーン」（株式会社宣
伝会議発行）2014 年

6 月号で優れた新聞広告として掲載されました。
　当社は、今後も広告などを効果的に活用しな
がら、認知向上やブランディングにつなげたい
と考えています。NTT都市開発が広告紙面か
ら送るメッセージに、ぜひご注目ください。

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/

■企業広告を掲載しました

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。

検索NTT都市開発　アドギャラリー


