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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。

会社設立から30年の節目を迎えた今年、コーポレートシンボル

を企業理念である「誠実に、革新的に」を具現化した、ブルークリ

スタルに一新いたしました。誠実のブルー、イノベーションと未来

への発展を象徴する透明な多面体のフォルムは、未来を見据えた

革新的なまちづくりと、人々の輝く笑顔を表現しています。

今期は、ひらまつ様とのホテル事業「THE HIRAMATSU 

HOTELS & RESORTS」が7月に三重県賢島、10月には神奈川県

熱海に開業しました。住宅事業においては、良質な中古マンション

に適切な改修を加えることで、世代を超えて住み継がれる住まい

づくりをめざすリノベーション事業にも取り組みはじめ、イクシク

ス麻布十番を発売いたしました。12月には、英国ロンドンで

リニューアル工事を実施していた1 King William Streetが竣工

予定です。海外における初めての大規模リニューアル事業への

チャレンジでしたが、文化や価値観の違いを乗り越え、英国の

伝統に日本の感性が溶け合った、素晴らしいオフィスビルへと

生まれ変わります。

当社はこれからも、常にチャレンジャーとしての気持ちを忘れ

ず、次の30年に向けて、気持ちも新たに事業を進めてまいる所存

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。

株主の皆さまへ

次の30年に向けて
気持ちも新たに
事業を進めてまいります。

代表取締役社長
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ＮＴＴ都市開発は、1986年の設立から30周年を迎えたことを機に、コーポ
レートシンボルを一新し、2016年10月1日から使用を開始しました。新しい
シンボルのもと、お客様や地域社会の方々に笑顔になっていただけるまち
づくりをめざし、付加価値の高い不動産サービスの創出に向けて邁進して
いきます。

品川シーズンテラス
■契約率(内定含む)は約95％※まで進捗
※2016年9月末現在

アーバンネット日本橋二丁目ビル
■国内最大級の光ダクトを採用し、自然光の織り成す美しい光の変化を感じ
られる点等が評価され、2016年度グッドデザイン賞を受賞
新橋一丁目プロジェクト 
■オフィスとホテルの複合開発
■2016年10月に地下解体・新築工事着工
■ホテルのオペレーターはJR九州様
秋葉原UDX
■米国における優良ビル認定制度である「BOMA360※」を取得
※全米ビル協会であるBOMA（Building Owners & Managers Association）が、建
物運営面（PM）の分野において優れたビルに対して認定するもの。

名駅南敷地
■名古屋の新しい文化発信地をめざした有効利活用
■「名古屋四季劇場」2016年10月16日開業
スモールラグジュアリーホテルの開発
■（株）ひらまつ様と提携し、賢島、熱海、および箱根にて開発を推進。他エリ
アへの展開も検討中
- 賢島：2016年7月15日開業
- 熱海：2016年10月27日開業
- 箱根：2016年12月開業予定
新風館再開発プロジェクト
■ホテルと商業の複合施設として、2019年度の開業に向け、2017年度に
着工予定
元 清水小学校利活用プロジェクト
■ 7月に京都市と基本協定書を締結。既存建物を活用し、ホテル等へのコン
バージョンを予定

オフィス事業／商業事業

サービス付き高齢者向け住宅
■つなぐTOWNプロジェクト「ウエリス武蔵野関町」を2016年6月に販売開始
■「ウエリスオリーブ渋谷本町ケアレジデンス」※は2016年9月に竣工
※介護保険法に基づく一般型特定施設（現在申請中）

リノベーション分譲
■マンションリノベーション事業として、イクシクス麻布十番を販売

住宅事業

海外事業規模
■ 2017年3月期第2四半期（連結）の営業収益は19億円、営業利益は5億円
■米国6物件、英国3物件の資産規模は約490億円（簿価ベース）
リニューアルプロジェクト（ロンドン・ニューヨーク）
■「1 King William Street」(（ロンドン）のリニューアル工事は2016年12月
に完了予定

■「125 West 25th Street」※（ニューヨーク）のリニューアル工事は2016年
11月に完了
※119 West 25th Streetから呼称変更

ニューヨーク新規物件取得
■「799 Broadway」（ニューヨーク）を2016年7月に取得
南青山プロジェクト
■地元有志による再開発協議会が2016年10月1日に発足し、当社も参画

グローバル事業／その他

中期ビジョン2018の進捗

ＮＴＴ都市開発、設立３０周年を迎え、コーポレートシンボルを一新 

信頼を象徴するブルーは、お客様への誠実な姿
勢の証です。透明感あふれる多面体のフォルム
は、未来を見据えた革新的なまちづくりと、人々
の輝く笑顔を表現しています。

コーポレートシンボルデザインコンセプト

沖縄瀬良垣プロジェクト
■ 2016年10月にホテル新築工事着工
■2018年夏に開業（予定）
原宿駅前プロジェクト
■原宿駅前の原宿第一マンションズ他において、商業・住居の複合開発に向
けて建替えを検討中
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2011年6月、NTT都市開発は英国ロンドン市のオフィスビル
「1 King William Street」を取得しました。当時は、金融業を
中心に活動しているロスチャイルド社に1棟貸をしていました
が、同社が移転することになったことをきっかけに2012年2月
からリニューアル計画がスタートしました。
本物件は、銀行、保険会社、証券取引所などが集積するロン

ドン市中心部のシティ地区に所在し、バンク駅やイングランド
銀行にも近く、好立地に位置しています。しかし、本物件は、
エントランスデザインや動線を含めて“ロスチャイルド社の

「Contemporary Classic」をコンセプトに
“歴史的建築”と“最新のオフィス”を融合

仕様”になっており、一般的なオフィスとして使える仕様では
ありませんでした。
さらに、もう1つ課題がありました。バンクエリア一体が保存
地域に指定されており、とくにKing Williamストリートに面して
いる建物の“顔部分”は歴史的保存建築（GradeⅡ）に指定され
ていたのです。今回のリニューアルにあたっても景観への配慮
の観点から外観・内装部分の保存、建物ボリュームの制限に
いたるまで、多方面から行政指導を受け、開発内容・規模に
おいても制限がありました。
そこで「Contemporary Classic」をコンセプトに、歴史的

建築を保護し、同時に最新のオフィス環境を融合させるという
大規模なリニューアル工事が始まりました。

「1 King William Street」のリニューアル工事

Focus 1
グローバル事業の進展

NTT都市開発株式会社3



2014年8月から本格的に着工したリニューアル工事では、
コア形状の見直しによって動線を改善するとともに、１層分を
増床し、最上階部は無柱空間を実現しました。また、外壁窓面
を増加して自然光を取り入れた開放的なオフィス環境にした
ほか、屋上テラスの設置や木材のルーバーなどを基調とした
現代的なオフィスデザインの導入、専有部・共用部分ともに全
フロアLEDの採用など、ビルのアップグレードと近代化を図り
ました。一方、1920年代当初の建築部分であるエントランス
ホールの円柱やサッシ、4階部分の一室である会議室を保存

海外拠点を持つメリットを最大限に活かして
積極的に新しい事業機会を創出

するなど、古い建築要素を積極的に残す工夫をすることで、
コンセプトを実現しました。
こうしたリニューアル工事で得られた知見をもとに国内の各
部署と連携・協力を進めるとともに、積極的に新しい事業機会
の創出に取り組んでいきます。

エントランスホール

エレベーターホール 屋上テラス

所在 City of London
主な用途 オフィス
貸床面積 約10万sqf（約9,300m2）※
建物規模 地上8階※、地下1階
リニューアル 2014年8月～2016年12月
工事期間 （予定）
※リニューアル工事実施後
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国際的なビジネスの拠点として発展を続ける品川エリアに
2015年に誕生したオフィスビル「品川シーズンテラス」。建物に
隣接した約3.5haの広大な緑地は、四季折々の樹木や水辺の
景観とともに豊かなランドスケープを創出し、ビジネス拠点に
潤いを与えるとともに、地域の皆さまとともに様々なイベント
を展開するコミュニティ活動の場となっています。
梅雨明けの2016年7月23・24日には、暑い夏を乗り切る

ウォーターイベント「品川ウォーターテラス」を開催しました。
当日は、多くの地域の方々が参加され、水が流れるスライダー
を浮き輪に乗って滑り下りる「ウォータースライダー」や、キャッ
チ出来なければびしょ濡れ覚悟の「水風船キャッチ」、水の
しかけをかわしながらチームで走ってゴールをめざす「品川

FunRun＋ずぶ濡れリレー」など、爽快な水遊びで歓声を上げ
ていらっしゃいました。さらには、本場さながらのサンバを披露
する「サンバ・カーニバル」や、おいしい料理を提供する屋台
など、盛りだくさんのイベントを楽しまれていました。
また、9月3日には広大な芝生の上に設置された巨大スク

リーンで上映される映画と、東京タワーやオフィスビルの美し
い夜景を同時に楽しむことが出来る野外シアターイベント
「Shinagawa Open Theater」を開催しました。上映作品が大
ヒット絵本を映画化した「かいじゅうたちのいるところ（吹替
版）」だったこともあり、会場には親子連れの方も多く、上映時
間前には座る場所がなくなってしまうほど、大盛況のイベント
となりました。

Focus 2 Shinagawa Open Theater

ウォーターラン

ウォータースライダー

品川シーズンテラスの緑を活かした
地域のコミュニティ活動を開催

地域のステークホルダーとの交流

NTT都市開発株式会社5



当社は、分譲マンションとサービス付き高齢者向け
住宅を隣接地で同時開発し、連携したサービスを提供
する「つなぐTOWNプロジェクト」を展開しています。
コンセプトは、多世代が「ずっと、共に、心地よく」暮らせ
る住まい。時とともに変化する家族構成やライフスタ
イルを見とおし、あらかじめ将来のニーズ変化に対応
出来る工夫を施した住まいづくりに取り組んでいます。
第2弾として2017年に竣工予定の「ウエリス武蔵野
関町」「ウエリスオリーブ武蔵野関町」、そして第3弾とし
て2017年度に竣工予定の「ウエリス町田中町（仮称）」
「ウエリスオリーブ町田中町（仮称）」は、いずれも東京
都から「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」として採択されています。

所在 東京都練馬区
総戸数 78戸（予定）
竣工時期 2017年（予定）

つなぐTOWNプロジェクトの第２弾として
「ウエリス武蔵野関町」が誕生

Focus 3
サービス付き高齢者向け住宅の新展開

つなぐ

住
す
コン
る住
イル
出来

関
て

● 災害時の
 インフラ整備
● イベント協力● 屋上緑化などの

 環境保全技術

● プロジェクトの企画
● サ高住の運営
● 介護事業所の出店

● 遊休不動産の利活用

● 事業主（建築主）
● プロジェクトの企画

● 建物管理

NTTグループのシナジー
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　当第2四半期連結累計期間の日本経済は、一部に弱さが見られましたが、緩やかな

回復基調が続きました。先行きについては、雇用・所得環境の改善傾向が続くなかで、

各種政策の効果もあり、緩やかに回復していくことが期待されます。賃貸オフィス市場

は、空室率の改善傾向が続くとともに、賃料相場も一部には上昇が見られました。マン

ション分譲市場は、地価の上昇や建築コストの高止まり等にともなう販売価格の上昇

が続くなかで、郊外では販売が長期化する物件があったものの、都心部の物件を中心

に需要は堅調に推移しました。

　こうした事業環境のなか、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685億円（前年同期比3.7%減）、営業利益は113億円（同7.8%減）、

経常利益は97億円（同7.0%減）、親会社株主に帰属する四半期純利益は62億円

（同9.2%増）となりました。

業績ハイライト

　前期に取得・竣工した物件や既存物件の空室率改善等による
収益の確保を進め、保有ビルの2016年9月末日時点における
空室率は、東京都心5区では3.9%（2016年3月末日時点6.3%）、
全国では4.5%（同5.7%）となりました。営業収益は、新規物件に
よる増加や既存物件の空室率改善にともなう賃料収入の増加が
あった一方、前期の物件売却にともなう逸失収益や物件売却収入
の減少により、416億円（前年同期比4.3%減）となりました。営業
利益は、既存ビルの収支改善により123億円（同18.4%増）となり
ました。

オフィス・商業事業
　住宅分譲事業において、新たに竣工した物件を中心に296戸を
引渡しました。また、当第2四半期連結累計期間は郊外物件中心
の引渡であったことなどから、戸当たり平均単価は39百万円と
なりました。その結果、営業収益は192億円（前年同期比13.0%減）、
営業利益は12億円（同69.3%減）となりました。

住宅事業

　営業収益は105億円（前年同期比24.0%増）、営業利益は8億円
（同40.1%増）となりました。

その他の事業

2017年3月期 第2四半期の業績

オフィス・商業事業

58.3%

住宅事業

26.9%

その他の事業

営業収益構成比
2017年3月期 第2四半期

14.8%

NTT都市開発株式会社7
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※2017年3月期よりセグメントを変更しており、2016年3月期以前の業績については旧セグメントの数値を記載しています。
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Japan

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。

国内主要物件一覧（2016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

オフィス・商業事業

品川シーズンテラス

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

アーバンネット
名古屋ビル

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：エスエス東京支店

撮影：フォワードストローク

撮影：フォワードストローク

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

NTTクレド
基町ビル

アーバンネット
日本橋
二丁目ビル
所在地
東京都中央区
敷地面積
1,687m2
延床面積
14,795m2
規模
地上10階、地下1階
竣工
2016年1月

アーバンネット
銀座
一丁目ビル
所在地
東京都中央区
敷地面積
1,737m2
延床面積
11,720m2
規模
地上8階、地下1階
竣工
2016年2月

アーバンネット
天神ビル
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

NTT都市開発株式会社9



World

米国において7件目の
オフィスビルを取得
当社は、米国現地法人UD USA Inc.を通じ

て、米国ニューヨークのオフィスビル「799 

Broadway」を取得しました。これによって米

国で取得した物件は7件となりました。

本物件は、ミッドタウンサウスエリアのブ

ロードウェイ沿いに位置しています。同エリア

は、近年テクノロジー企業の集積が進んでお

り、オフィス立地として高い希少性を持ってい

ます。今後、既存建物のリニューアルを図り、現

地ディベロッパーとともに多様なニーズに対

応出来るワークスペースを提供していきます。

Pick Up

海外主要物件一覧（2016年9月30日現在）

貸床面積 132,627sqf（約12,300m2）
建物規模 地上6階、地下1階
主な用途 オフィス、商業

貸床面積
約10.0万sqf
（約9,300m2）※
建物規模
地上8階※、地下1階
主な用途
オフィス

貸床面積
745,336sqf
（約69,200m2）
建物規模
地上35階、地下2階
主な用途
オフィス、商業

貸床面積
223,372sqf
（約20,700m2）
建物規模
地上11階、地下1階
主な用途
オフィス、商業

貸床面積
106,000sqf
（約9,800m2）
建物規模
地上11階、地下3階
主な用途
オフィス、商業

1 King William
Street
（英国ロンドン）

575 Lexington
Avenue
（米国ニューヨーク）

1015 18th Street
（米国
 ワシントンD.C.）

27 School Street
（米国ボストン）

貸床面積
62,427sqf
（約5,800m2）
建物規模
地上6階、地下1階
主な用途
オフィス、商業

貸床面積
68,645sqf
（約6,300m2）
建物規模
地上13階
主な用途
オフィス

141 Tremont
Street
（米国ボストン）

Two Oliver Street
（米国ボストン）

貸床面積
75,883sqf
（約7,000m2）
建物規模
地上8階、地下1階
主な用途
オフィス、商業

265 Strand
（英国ロンドン）

20 Finsbury
Circus
（英国ロンドン）

貸床面積
86,427sqf
（約8,000m2）
建物規模
地上7階、地下1階
主な用途
オフィス

※リニューアル工事実施後

799 Broadway（米国ニューヨーク）
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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。

ウエリス世田谷砧は、閑静な住宅
地である世田谷に誕生する全182
邸の大規模レジデンス。豊かな自
然が楽しめる「砧公園」・「世田谷美
術館」、最寄駅である小田急小田原
線「祖師ヶ谷大蔵」駅の「ウルトラ
マン商店街」、さらに教育施設や各
診療医院も身近に整う環境です。

ウエリス鎌倉由比ヶ浜は、由
比ヶ浜の海と空に映える端正な
邸宅をめざしました。リビング側
のサッシは、バルコニーが一体化
し、大空間となるセンターオー
プンサッシを採用。開け放つと、
爽やかな風と光を取り込めるよ
うプランニングしています。

ウエリスつくば竹園は、筑波研
究学園都市の原点である“竹園
三丁目”に誕生した全327邸の大
規模レジデンス。多彩な共用施
設を設けています。都心へのアク
セスは、つくばエクスプレス始発
駅「つくば」駅から「秋葉原」駅へ
直通45分と快適です。

ウエリス豊中桃山台は、都心に
近いエリアでありながら緑豊かな
服部緑地に寄り添う豊中・桃山台
の丘に誕生。マンションのエント
ランスと北大阪急行線・御堂筋線
「桃山台」駅とを往復する入居者
様専用シャトルバスを運行。通勤
もお出かけ時もご利用可能です。

ウエリス世田谷砧 首都圏エリア

検索ウエリスクラブ

首都圏エリア

関西エリア首都圏エリアウエリスつくば竹園

詳しくは http://www.wellith.jp/

新規入会受付中！

NTT都市開発のハウジングクラブ　ウエリスクラブ

販売中の分譲マンション一覧

ウエリス鎌倉由比ヶ浜

ウエリス豊中桃山台

住宅事業

NTT都市開発株式会社11



リノベーション分譲事業を開始　イクシクス麻布十番
Pick Up

良質な社会ストックを維持･発展させるうえで、注目を集めているの

が、既存の建物に改修を施し、時代のニーズに合わせた新たな価値を

付与する「リノベーション」です。

当社は新規事業としてリノベーション分譲事業に取り組んでいます。

この事業は、良質な既存建物を第三者機関による調査・診断をしたうえで、

共用部を改修し、専有部はお客様のご要望に合わせて間取りや建具の

色を変更出来る自由設計のマンションとして再生し、分譲するものです。

建物の資産価値を維持・向上させるとともに、世代を超えて住み

継がれる住まいづくりをめざします。

当社と（株）リビタが共同でリノベーション分譲事業を推進する「イク

シクス麻布十番」が、2016年7月に共用部のリノベーション工事を完了

し、竣工しました。本物件は当社として初のリノベーション分譲事業へ

の取り組みとなり、一棟全体をリノベーションしています。

麻布十番駅

六本木ヒルズ

有栖川宮
記念公園

イクシクス
麻布十番

麻布高校

賢崇寺 麻布十番
商店街

第32期 株主通信 12



個人投資家の皆さまとの対話を充実させるため、各
都市で「個人投資家向け会社説明会」を開催している
ほか、オンライン会社説明会に参加しています。
2017年3月期第２四半期は、2016年8月24日に有
楽町朝日ホール（東京）で開催された野村インベス
ター・リレーションズ主催の「合同個人投資家セミナー」
に当社代表取締役社長である牧貞夫をスピーカーとし
て参加したほか、2016年9月9日にはリーガロイヤルホ
テル広島で開催された大和インベスター・リレーション
ズ開催の「個人投資家向け会社説明会」に財務部IR担当
部長の船本道子をスピーカーとして参加しました。
説明会では、事業内容、戦略およびプロジェクトの方

向性、財務目標などについてプレゼンテーションをした
ほか、会場のお客様からのご質問にもお答えしました。

個人投資家説明会などを開催

IR情報のウェブサイト掲載
決算情報や適時開示資料、有価証券報告書などに加

え、各種説明会のプレゼンテーション資料や説明会の
映像配信、IRイベントカレンダーなどを掲載していま
す。また、各種資料・IRニュースなどの英語版の早期開
示にも努めています。

ディスクロージャーポリシーの制定
公正かつ公平な情報開示を提供し、当社グループへ
の適切な投資判断に資することを目的としてディスク
ロージャーポリシーを制定し、当社の会社情報の公表
に対する姿勢を明確化しています。

積極的に企業理解促進情報を発信

https://www.nttud.co.jp/ir/index.html

Topics

「個人投資家向け会社説明会」の様子

「合同個人投資家セミナー」の様子

NTT都市開発株式会社13



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
TEL（03）6811-6300（代表）
FAX（03）5294-8500
1986年1月21日
487億6,000万円
800名（連結）
東海支店、京都支店、関西支店、中国支店、
九州支店、NTT都市開発北海道（株）、
シンガポール支店

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

1,050,000,000株
329,120,000株

12,590名
83名）

会社データ 株式の状況

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
中川 裕
楠本 正幸
北村 明義
塩川 完也
香月 重人
吉条 良仁
山澤 秀行
篠原 宏年
福井 伸之
坂上 智之
小松 章（社外・独立）
糀谷 利雄（社外・独立）
高美 浩一
渡辺 光宏（社外）
岡﨑 俊一（社外・独立）
加藤 久子（社外・独立）
武田 晴信

役員

日本電信電話株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口）
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
ノーザン トラスト カンパニー エイブイエフシー リ 
ユーエス タックス エグゼンプテド ペンション ファンズ
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
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
ステート ストリート バンク ウェスト ペンション 
ファンド クライアンツ エグゼンプト 505233
ステート ストリート バンク アンド トラスト 
カンパニー 505225
ステート ストリート バンク アンド トラスト 
カンパニー 505001
ステート ストリート バンク アンド トラスト 
カンパニー 505019

221,481,500

7,489,400

6,175,793

4,209,900

3,855,900

2,523,107

2,000,100

1,991,895

1,893,109

1,881,669

67.30%

2.28%

1.88%

1.28%

1.17%

0.77%

0.61%

0.61%

0.58%

0.57%

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

株式所有者別分布状況（出資比率）

会社概要／株式の状況（2016年9月30日現在）

証券会社
0.8%

金融機関
7.4%

個人・その他（国内）
2.8%

外国法人等
21.3%

事業会社・
その他の法人（国内）
67.7%
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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

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

〒168-8607
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）

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出来ない場合は、
日本経済新聞に掲載いたします。

■ 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。）

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。

株主メモ お知らせ

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。

個人投資家向けサイト
「個人投資家の皆さまへ」

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。

アニュアルレポート2016

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。

NTT都市開発グループのCSR

NTT 都市開発を知っていただくためのツールのご案内

https://www.nttud.co.jp/ir/private/index.html https://www.nttud.co.jp/ir/library/ar.html https://www.nttud.co.jp/csr/index.html

〒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
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