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　株主の皆さまには、平素より格別のご高配を賜り、
心より感謝申し上げます。
　当社グループは、「誠実に、革新的に」をコーポレート
スローガンに掲げ、着実な事業運営、未来を見据えたビ
ジョンと技術力により中長期の成長を目指しております。
　最近の特徴的な取り組みとしては、分譲マンション
とサービス付き高齢者向け住宅を併設し、多世代が
安心して暮らせる住まいを提供するウエリス津田沼
や、古いオフィスビルをコンバージョンし、働く場と暮ら
す場を兼ねた新しいワークスタイルを提案する複合施
設、HIVE	TOKYO（ハイブ・トーキョー）を開発いたしま
した。
　また、かねてより計画しておりました大阪のJRユニ
バーサルシティ駅直結のホテル事業は、2015年10月

に着工し、2017年6月の竣工を目指して開発を進め
ております。グローバル事業についても、2015年7月、
米国ボストンにTwo	Oliver	Streetを新たに取得する
など、さらなる拡大に努めております。
　当社グループは、長期的な価値を持つ物件・サービス
を提供することにより、お客様満足を追求し、企業価値
の最大化を図るべくチャレンジを続けてまいります。
　株主の皆さまにおかれましては、引き続きご支援賜
りますようお願い申し上げます。

代表取締役社長

「誠実に、革新的に」
社会に価値ある事業を
展開してまいります。

株主の皆さまへ
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オフィス事業

品川シーズンテラス
◦	現時点の契約内定率は約7割と、2016年3月末の目標契約率
75％に対し、順調に進捗
◦稼働率は現時点で50%超

2016年3月期竣工（予定）物件
◦	コンバージョン複合施設HIVE	TOKYOの内定率は順調に推移
（2015年9月末時点8割）
◦	アーバンネット日本橋二丁目ビルは、リーシング中
◦	アーバンネット銀座一丁目ビルは、リーシング完了

大手町2-１商業ゾーン
◦	店舗および国際会議室区画のPM（プロパティマネジメント）業務
を受託

NTTグループCRE
◦	NTTグループ保有資産の有効活用について検討

商業事業

ホテル・リゾート事業部設置
◦	ホテル・リゾート事業を今後の成長分野と位置づけ、京都、大阪等
複数案件の開発を推進中

ユニバーサルシティ駅前プロジェクト
◦	2015年10月着工、2017年6月竣工予定

住宅事業

マンション販売および用地仕入
◦	ウエリス銀座二丁目は完売するなど、都心物件は販売好調
◦	郊外物件の販売は地域・物件によりばらつき有
◦	引き続き都心での用地取得を推進

サービス付き高齢者向け住宅
◦	NTTグループと連携し、継続的に開発
◦「つなぐTOWNプロジェクト」における分譲マンションの販売は
好調

グローバル事業

ボストンにおける収益物件とニューヨークにおける物件取得の進展
◦	ボストン中心部において、3物件目となるTwo	Oliver	Streetを
取得（2015年7月）
◦	NYミッドタウンエリアに立地する大規模オフィス物件、	
575	Lexington	Avenueの持分を取得（2015年8月）

オーストラリアにおける宅地分譲事業Annadaleプロジェクト
◦	メルボルン近郊において、住友林業株式会社との共同事業（総計
画数1,065区画）第2弾を展開
◦	第1弾の335	Grices	Road、総計画数349区画の第1期販売
（146区画）は堅調

事業規模
◦	第2四半期累計（連結）の営業収益は13億円、営業利益は	
4億円
◦	米国5物件、英国3物件を保有、資産規模は約500億円

中期ビジョン2018の進捗

オフィス事業
●	オフィス
●	リノベーション
●	コンバージョン

住宅事業
●	 マンション　●	 宅地
●	 サービス付き高齢者向け住宅

商業事業
●	 商業施設
●	ホテル

グローバル事業
●	オフィス
●	リノベーション
●	 宅地

複合開発
地域再開発事業
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ご家族が「ずっと、共に、心地よく」暮らせる
住まいを実現するため、
ライフスタイルの変化に対応

10％超※の収納率と全戸大
型収納付きで、増えていく収
納物に対応。
※	一部住戸を除く

いざというときの緊急コール
ボタンなど、高齢者対応の設
備が充実。

サービス付き高齢者向け
住宅のサービスを受けるこ
とが可能。
（注）	別途契約

サービス付き高齢者向け
住宅に、ご両親の呼び寄せ
が可能。

可動間仕切り・ウォールドア
を閉じて、ひと部屋増やすこ
とが可能。
（注）	全戸58戸中41戸

Episode 1　ウエリス津田沼・ウエリスオリーブ津田沼

NTT都市開発は「誠実に、革新的に」、利用者のみならず、
周辺の地域社会にもご満足いただけるまちづくりを進めて
います。プロジェクトに込めた想いや物件が完成するまで
の背景・物語など、実際のプロジェクトを取り上げてご紹介
します。

　第1回は、分譲マンションとサービス付き高齢者向け 
住宅を同時開発するという新しい仕組み、「つなぐTOWN
プロジェクト」第1弾のウエリス津田沼・ウエリスオリーブ 
津田沼と、新たな働き方や暮らし方を提案する複合施設、
HIVE TOKYOのプロジェクトストーリーです。

出産

独立孫の
誕生

成長結婚 家族の変化への
対応

（ウエリス津田沼）

多世代の心地よい住まいを叶える、
複合開発

Project Story
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　「つなぐTOWNプロジェクト」は、暮らし方や身体状況の将
来的な変化に合わせて、住み慣れた地域に自分らしく長く暮
らせる住まい方を提案しています。当プロジェクト第1弾として、
ウエリス津田沼（分譲マンション）とウエリスオリーブ津田沼
（サービス付き高齢者向け住宅）を開発しました。
　ウエリス津田沼では、30 ～ 50代の子育てファミリーや、	
シニア世代の幅広い住まいのあり方や暮らし方に対応した	
プランニングとし、緊急コールボタンやIHクッキングヒーター等、
高齢者に配慮した設備が導入されています。
　ウエリスオリーブ津田沼では、デイサービスやレストランを併
設しており、これらは入居者のみならずウエリス津田沼の居住

者も利用できます。別途申込によりウエリスオリーブ津田沼の
スタッフが、ウエリス津田沼の居住者に対して毎日の見守りや
緊急時の駆けつけといったサービスの提供を実施します。	
また、ウエリス津田沼の購入者およびそのご家族には、ウエリス
オリーブ津田沼への優先入居権を提供しています。
　立地・住環境・品質にもこだわったウエリス津田沼は、販
売期間5ヶ月で完売し、2015年10月にお客様へのお引渡し
が完了しています。ウエリスオリーブ津田沼は、2016年3月に
オープンを予定しています。

多世代が「ずっと、共に、心地よく」暮らせる住まいの実現
高齢化社会において、暮らしの安心を実現するため、多世代が「ずっと、共に、心地よく」暮らせる住まいという新しい
コンセプトを打ち出しました。「つなぐTOWNプロジェクト」は、当社が早くから高齢者向け住宅事業に取り組んできたこ
とと、NTTグループとの連携により実現が可能となりました。

（上）ウエリス津田沼 エントランスホール イメージ
（下）ウエリス津田沼 ルーフバルコニー イメージ
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　ウエリス津田沼・ウエリスオリーブ津田沼の取り組みが評
価され、2014年度「首都圏優秀マンション表彰」において、
評価委員特別賞を受賞しました。その取り組みをさらに進
めるため、第2弾として練馬区関町でも「つなぐTOWNプロ
ジェクト」を予定しており、東京都の「一般住宅を併設した
サービス付き高齢者向け住宅整備事業の第2期事業者」
に採択されています。今後も分譲マンション住民とサービス
付き高齢者向け住宅住民の交流をハード、ソフト面から促
進していきます。

「つなぐTOWNプロジェクト」が叶えること

プロジェクト第2弾に向けて

ウエリス津田沼（分譲マンション）

ウエリスオリーブ津田沼（サービス付き高齢者向け住宅）

家族の成長や 
変化への対応

館内併設の 
介護事業所※2

1日3食提供サービス※1

暮らしやすい住環境

高齢者ニーズ

生活支援サービス※3

上質な仕様の住空間

ゆとりの収納スペース

24時間有人管理体制

ペットと暮らせる 
住まい※4

入居一時金不要※5

「ウエリスシニア 
サービス」※1の享受

多様な共有施設

終身建物賃貸借契約

※1	サービスの利用にあたっては、サービス提供事業者と別途ご契約いただく必要があります（有料）。
※2		外部の介護事業所も選択可能です。サービスの利用にあたっては、サービス提供事業者と

別途ご契約いただく必要があります。

※3	内容によって別料金になるものがあります。
※4	一部住戸のみ。ペットの飼育にあたっては「ペット飼育細則」を遵守していただきます。
※5	敷金および仲介手数料が必要です。

Project Story
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　国際色豊かな立地に立つHIVE	TOKYOは、外国人観光
客・ビジネスパーソン向けのオフィスとアパートメントの複合施
設として2015年8月にオープンしました。HIVEには、ミツバチ
の巣という意味と、多くの人で賑わっている場所という意味が
あります。この施設で多くの人が育ち、働きバチとして東京と
世界中を行き来し、そして最後には巣立って行くことを願い、
HIVE	TOKYOと名付けました。
　オフィスビルをコンバージョンした当施設は、飽和状態に	
ある賃貸ビル事業の再生化を図るべく、展開しています。既存
物件に付加価値をつけ、今後の増加が見込まれる外国人層
に、新たなニーズを提供していきます。
　多様なプランから選択できるオフィスとアパートメントの専有
部と、ロビー、ラウンジ、ミーティングルームなど、入居者が快
適に時間を過ごせ、さらに来訪者をもてなすことができる共用
部から構成しています。大使館などが多い国際色豊かな地域
に立地した当施設は、“The	better	way	to	work	&	stay”を
キーワードに、世界中から集まる人 と々働き、交流する場として、
新たなワークスタイルを創造していきます。

Episode 2　HIVE TOKYO

働く場と暮らす場を兼ね備えた、 
新しいワークスタイルの提案
HIVE TOKYO（ハイブ・トーキョー）は、働く場と暮らす場
を兼ねた新しいワークスタイルを提案する複合施設です。

「働き方を変え、暮らし方を変え、世界を変えていく」を
コンセプトに、東京の中心にあるオフィスビルをコンバー
ジョンすることで誕生しました。

新しい価値を創出する複合施設

所在地	 東京都千代田区
敷地面積	 199m2
延床面積	 1,394m2
規模	 地上10階
主要用途	 オフィス、住宅
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2016年3月期 第2四半期の業績
　当第2四半期連結累計期間における国内経済は、一部に鈍い動きが見
られたものの、緩やかな回復基調が続きました。賃貸オフィス市場において
は、空室率の改善傾向が続くとともに、賃料相場も底打ち感があり、一部に
は上昇が見られました。マンション分譲市場においては、マンション供給戸
数は減少していますが、低金利等を背景にした底堅い消費者の購入マイン
ドに支えられ、販売は概ね堅調に推移しています。
　こうした事業環境の中、当第2四半期連結累計期間における当社グルー
プの連結業績は、営業収益は711億円（前年同期比4.3％減）、営業利益
は122億円（同7.4％減）、経常利益は105億円（同5.6％減）、親会社株
主に帰属する四半期純利益は57億円（同17.3％減）となりました。
　なお、2016年3月期通期業績予想について、物件売却の拡大と都心マン
ションの引渡しにより利益率が改善していることを踏まえ、営業収益1,800
億円（対当初業績予想120億円増）、営業利益350億円（同100億円増）、
経常利益315億円（同105億円増）、親会社株主に帰属する当期純利益
150億円（同30億円）へ修正しました。

オフィス・商業事業
　前期に竣工した物件や前期に空室率が改善した既存物
件の賃料収入等による収益の確保に取り組みました。保有
ビルの2015年9月末日時点の空室率は東京都心5区で
10.8％※（2015年3月末時点14.7％）、全国ベースでは8.7％※

（同10.9％）となりました。オフィス・商業事業の業績は、新規
物件による増加や既存物件の空室率改善に伴う賃料収入が
増加したことなどにより、営業収益は449億円（前年同期比
3.1％増）、営業利益は111億円（同7.7％減）となりました。

※		2015年2月に竣工した品川シーズンテラスを算定の対象外とした場合の空室率は、	
都心5区1.3％、全国5.3％です。

住宅事業
　新たに竣工した物件を中心に433戸の引渡しを行いました。
また、郊外物件に加え、都心物件の引渡しがあったことなどか
ら、戸当たり平均単価は43百万円となりました。当第2四半
期連結累計期間の住宅事業の業績は、営業収益は206億円
（前年同期比17.7％減）、営業利益は33億円（同7.6％増）と
なりました。

その他の事業
　当第2四半期連結累計期間におけるその他の事業の業績
は、営業収益は85億円（前年同期比6.1％増）、営業利益は
6億円（同3.0％減）となりました。

その他の事業

11.5%
オフィス・商業事業

60.7%

営業収益
構成比

2016年3月期	第2四半期

住宅事業

27.8%

業績ハイライト
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オフィス・商業事業

住宅事業 その他の事業
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主要物件一覧 （2015年9月30日現在）

所在地		 東京都港区
敷地面積	 49,547m2（全体）
延床面積	 202,716m2（全体）
規模		 地上32階、地下1階
竣工		 2015年2月

所在地	
愛知県名古屋市
敷地面積	
5,997m2

延床面積	
75,047m2

規模	
地上22階、地下3階
竣工	
2005年9月

所在地	
広島県広島市
敷地面積	
21,801m2

延床面積	
160,418m2

規模	
地上35階、地下2階
竣工	
1994年3月

所在地	
福岡県福岡市
敷地面積	
2,358m2

延床面積	
14,796m2

規模	
地上9階、地下1階
竣工	
2011年8月

所在地	
東京都千代田区
敷地面積	
11,548m2

延床面積	
155,629m2

規模	
地上22階、地下3階
竣工	
2006年1月

所在地	
東京都千代田区
敷地面積	
9,361m2

延床面積	
117,618m2

規模	
地上22階、地下5階
竣工	
1990年6月

品川シーズンテラス アーバンネット名古屋ビル

NTTクレド基町ビル

アーバンネット天神ビル秋葉原UDXアーバンネット大手町ビル

撮影：車田写真事務所

撮影：川澄建築写真事務所

撮影：フォワードストローク撮影：フォワードストローク

撮影：三輪晃久写真研究所

撮影：フォワードストローク

　将来への期待が高まる品川
エリアに立地する品川シーズン
テラスは、東京都下水道局が
管理する芝浦水再生センター
の上部空間を有効利用して開
発した、国内最高水準の環境
配慮型複合ビルです。

（注）	連結子会社の特定目的会社
（SPC）が所有する物件です。

オフィス・商業事業
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PICK UP 米国における新規オフィスビルの取得

　当社は、米国現地法人UD	USA	Inc.を通じ、米国マサチューセッツ州ボス
トン市にてオフィスビル	Two	Oliver	Streetを、2015年7月に取得しました。
これにより、2015年8月に米国ニューヨーク州で取得した575	Lexington	
Avenueと合わせて、米国で取得した物件は計5件となりました。
　Two	Oliver	Streetは、ボストン中心の金融街に位置しており、ショッピング
センターや歴史的建造物、緑豊かな公園なども徒歩圏内と、大変魅力的なエ
リアにあります。また、メトロやハイウェイなどアクセスの利便性も備えています。
　1903年に建てられた当物件は、2014年に大規模リノベーションを実施
済みのため、明るいロビーや快適な執務空間に加え、シャワールームなど魅
力的な共用設備を完備しています。入居テナントについては、それらリノベー
ションによる共用設備を好むIT系企業やマーケ
ティング会社など、成長著しい勢いのある企業
が入居しています。また、飲食店も3店舗入居して
おり、オフィスワーカーにとって利便性の高いオ
フィス環境を提供しています。
　今後も米国における収益基盤を強化し、事業
のより一層の推進・拡大に取り組んでいきます。

名称	 Two	Oliver	Street
貸床面積	 約20,773m2（223,372	sqf）（全体）
規模	 地上11階、地下1階
主要用途	 オフィス、商業

米国にて取得済みの物件

名称 貸床面積 規模 主要用途

1 119	West	25th	Street	
（ニューヨーク）

約12,700	m2※
（約137,000sqf）

地上11階、
地下1階

オフィス、
商業

2 141	Tremont	Street	
（ボストン）

約6,377	m2
（68,645sqf）

地上13階 オフィス

3 27	School	Street		
（ボストン）

約5,799	m2
（62,427sqf）

地上6階、
地下1階

オフィス、
商業

※	リニューアル工事実施後です。 1 32

オフィス・商業事業

27 School St
Two Oliver St

Boston Common 141 Tremont St

FINANCIAL 
DISTRICT

North Station

Boston Opera House
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販売中の分譲マンション 

　再開発により生まれ変
わったJR常磐線・つくばエ
クスプレス線南千住駅徒歩
6分に位置する全邸南向き
のレジデンス。都心直結の
利便アクセスや、子育てし
やすい環境。陽光と伸びや
かな眺望が楽しめます。

　進化を続ける街「浦和
美園」に全380邸の大規
模レジデンスが誕生。埼玉
高速鉄道線浦和美園駅徒
歩7分、教育・商業・医療
施設が整い、公園（整備予
定）を南側に臨む充実した
暮らしを提供します。

　日本橋エリアまで徒歩
11分、銀座エリアまで徒
歩15分。最先端スポットも
情緒ある下町も身近にあ
る茅場町。公園に隣接し、
都心でありながら、開放感
と緑あふれる生活を提供し
ます。

　大阪市営地下鉄御堂筋
線梅田駅へ直通16分のダ
イレクトアクセス、豊かな緑
に囲まれた桃山台に誕生
する大規模マンションプロ
ジェクト。多彩な共用施設
をご用意し、豊かな暮らし
の場を創ります。

NTT 都市開発のハウジングクラブ　ウエリスクラブ
Wellith	CLUB（ウエリスクラブ）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・キャンペーン情報等をご提供いたします。

詳しくは	http://www.wellith.jp/ 検索ウエリスクラブ

ウエリス南千住

ウエリス浦和美園サウステラス

ウエリス茅場町

ウエリス豊中桃山台

首都圏エリア

首都圏エリア

首都圏エリア

関西エリア

新規入会受付中！

住宅事業
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住まいのブランドリニューアルと「ウエリス銀座二丁目」誕生

　2015年1月にブランドリニューアルした住まいのブランド
「Wellith(ウエリス)」。当社の「中期ビジョン2018」に掲げ
る「お客様・マーケット志向の徹底」の実現に向け、より	
お客様の嗜好やライフスタイルに合ったブランドとなる	
ことをめざし、住まいのブランド「Wellith（ウエリス）」の	
ブランドコンセプトを再構築するとともに、新たなブランド	
スローガン「今も、未来も、心地いい」を制定し、展開して
います。
　2015年2月、そのブランドコンセプトを体現した「ウエ	
リス銀座二丁目」が銀座マロニエ通りのその先の“銀座	
二丁目”アドレスに誕生しました。「銀座に邸宅を。」をコン
セプトとし、銀座をこよなく愛する全国のお客様から、
2,800件を超える問い合わせをいただきました。“銀座	
二丁目”アドレスの希少性に加え、本物にこだわり吟味し
た素材の質感が時を経て深まっていくエントランスやお客
様の多様なライフスタイルに配慮した多彩なプラン等を	
ご評価いただき、販売開始より2ヶ月で完売となりました。
　引き続き、住まいのブランド「Wellith（ウエリス）」を通じ
て、今も、未来も、心地いい、快適な住まいの提供に努め
ていきます。

PICK UP
住宅事業
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ユニバーサルシティ駅前プロジェクト始動

子育てサポート企業として「くるみんマーク」を取得

　2014年春頃から出店協議をかさね、同年12月から本格的に、ホテル
およびブライダルの複合施設「ユニバーサルシティ駅前プロジェクト」開
発計画を立ち上げました。
　当敷地は、JRユニバーサルシティ駅直結で、JR大阪駅からも約12分
と、大阪市中心部からも非常にアクセスしやすい立地です。また、人気の
テーマパークで賑わう、観光・ビジネスともに非常にポテンシャルの高い
エリアに位置します。
　当施設のテナントには、ワンランク上のスタイリッシュホテルを展開して
いる、株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメントが運営するカン
デオホテルズと、多彩で上質なオリジナル演出によるウエディングを展開
する株式会社Brilliaがそれぞれ出店します。
　2015年10月に予定どおり工事着工を迎え、今後は、2017年6月の
竣工を目指して開発を進めていきます。

　2015年8月、当社は次世代育成支援対策推進法認
定マーク、愛称「くるみんマーク」を取得しました。これは
次世代育成支援対策推進法に基づいた行動計画を策
定し、計画に定めた目標を達成した企業が、子育てサ
ポート企業として厚生労働大臣の認定を受け、付与され
るものです。

　当社は、これまでもNTTグループ共通施策として、育児関連制度の充
実を図ってきました。今後も引き続き、子育て支援をはじめとした、多様
な働き方の実現に取り組んでいきます。

＜当社の主な子育て支援への取り組み＞

・育児休職中の社員のキャリアアップ支援
・育児関連制度の充実
・在宅勤務制度の導入
・シフト勤務の弾力的運用
・	経営戦略とワークライフバランスに関する	
セミナー開催
・育児ママ情報共有の場「ママランチ会」の開催

TOPICS

所在地	 大阪市此花区
敷地面積	 2,639m2
延床面積	 20,808m2
規模	 地上17階、地下1階
主要用途	 商業（ホテル・ブライダル）
（注）計画中のものであり、変更の場合があります。
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会社データ 

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	 	〒101-0021　	
東京都千代田区外神田四丁目14番1号	
TEL（03）6811-6300（代表）　	
FAX（03）5294-8500

設立	 1986年1月21日

資本金	 487億6,000万円

従業員数	 804名（連結）

支店	 	東海支店、関西支店、京都支店、中国支店、	
九州支店、NTT都市開発北海道（株）

役員

代表取締役社長	 牧	貞夫
代表取締役副社長	 西村	善治
常務取締役	 篠田	智
	 長谷川	和弘
	 楠本	正幸
取締役	 北村	明義
	 塩川	完也
	 香月	重人
	 吉条	良仁
	 山澤	秀行
	 篠原	宏年
	 小松	章（社外・独立）
	 糀谷	利雄（社外・独立）
	 高美	浩一（社外）
常勤監査役	 渡辺	光宏（社外）
	 岡﨑	俊一（社外・独立）
監査役	 加藤	久子（社外・独立）
	 武田	晴信（社外）

株式の状況 

会社が発行する株式の総数	 1,050,000,000株	
発行済株式の総数	 329,120,000株	
単元株式数	 100株	
株主数	 13,342名
（うち単元未満株主数	 78名）

大株主（上位10 名）
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） 6,329,600 1.92％

日本マスタートラスト信託銀行株式会社	
（信託口） 6,083,200 1.85％

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 5,186,797 1.58％

ザ	バンク	オブ	ニューヨーク	133522 3,279,100 1.00％
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 2,676,702 0.81％

NORTHERN	TRUST	CO.	(AVFC)	RE	10PCT	
TREATY	ACCOUNT 2,143,600 0.65％

ステート	ストリート	バンク	ウェスト	クライアント		
トリーティー	505234 1,911,600 0.58％

ステート	ストリート	バンク	アンド	トラスト		
カンパニー	505223 1,883,562 0.57％

ジェーピー	モルガン	チェース	バンク	380634 1,859,888 0.57％

株式所有者別分布状況（出資比率）
証券会社
0.8%

事業会社・	
その他の法人（国内）
67.7%

外国法人等
20.8%

金融機関
7.7%

個人・その他（国内）
3.0%

会社概要／株式の状況（2015年9月30日現在）



株主メモ
事業年度	 毎年4月1日～翌年3月31日
剰余金の配当基準日	 3月31日（中間配当を行う場合は9月30日）
定時株主総会	 毎年6月下旬
株主名簿管理人・	 〒103-8670	
特別口座口座管理	 東京都中央区八重洲一丁目2番1号	
機関	 みずほ信託銀行株式会社
お問い合わせ先	 〒168-8607	
	 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）
上場証券取引所	 東京証券取引所　市場第一部
公告方法	 	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
■ 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。

■ 未払い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。）

NTT都市開発を知っていただくためのツールのご案内

個人投資家向けサイト 
「個人投資家の皆さまへ」
http://ir.nttud.co.jp/private/index.html
事業内容やプロジェクト紹介のほか、個人投資
家の皆さま向けに実施した説明会の資料も公開
しております。

〒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

アニュアルレポート2015
http://ir.nttud.co.jp/library/ar.html
詳しい業績報告やビジネスモデル説明など、当社
をより詳しくご理解いただくための情報を掲載して
おります。

NTT都市開発グループのCSR
http://www.nttud.co.jp/csr/
CSR（企業の社会的責任）の考えのもと、NTT
都市開発グループが行っている諸活動を整理し
てご紹介しております。

NT T都市開発株式会社

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。


