
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

〒168-8507
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
（https://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2017

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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2017年4月1日～2017年9月30日
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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。

当社は、ＮＴＴグループの総合不動産会社として、1986年の設立

以来30年が経ち、オフィスビルの開発・賃貸事業を軸に、商業事

業、住宅事業、グローバル事業、ホテル・リゾート事業へと領域を

拡大し、近年では、街づくりといった大きなテーマに取り組むまでに

成長しました。

今期は、大阪のＵＤゆめ咲ビルが竣工し、「ザ シンギュラリホテル 

＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®」が８月に

開業、ブライダル「アヴァンセ リアン 大阪」も９月に開業しました。

オフィスとホテルの複合開発である新橋一丁目プロジェクトは8月

に着工し、2019年7月の竣工をめざして開発を進めております。

住宅事業においては、ヴィンテージマンションのリノベーション

事業として、昨年度のイクシクス麻布十番に引き続きウッドヴィル

麻布の販売を行い、新しい価値の追求に継続して取り組んでおり

ます。グローバル事業においても、米国ボストンで185 Dartmouth 

Streetを取得するなど、着実に進捗しております。

当社はコーポレートスローガン「誠実に、革新的に」を踏まえ、お

客さまに臨む姿勢は「誠実に」、ビジネスの取り組み方は「革新的

に」事業を進め、長年培われてきたＮＴＴブランドのもと、世の中の

役に立ち、世の中に求められる企業となるべく、これからも歩んで

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。

UDゆめ咲ビル
■ホテルは、カンデオホテルズが運営する「ザ シンギュラリホテル ＆ スカ
イスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン®」として2017年8月に
開業

■ブライダルは、㈱ブレスゲートが運営する「アヴァンセ リアン 大阪」と
して2017年9月に開業

品川シーズンテラス
■契約率(内定含む)は約99％※でリーシング完了　※2017年9月末現在

大手町２－１プロジェクト
■ 2017年5月下旬に上棟、2018年7月に竣工予定

新橋一丁目プロジェクト
■オフィスとホテルの複合開発
■2017年8月に新築工事着工、2019年7月に竣工予定
■オフィス部分のリーシング活動に着手

滞在型スモールラグジュアリーホテルの展開
■ ㈱ひらまつと提携し、賢島、熱海、箱根にて開業、現在は沖縄にて開発
を推進（2018年7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
10月に着工

元清水小学校開発プロジェクト
■ 2017年7月に京都市・自治会と合意書を締結し、ホテル開発に着手
（㈱プリンスホテルに運営委託）

沖縄瀬良垣プロジェクト
■リゾートホテル「ハイアット リージェンシー 瀬良垣アイランド 沖縄」と
して工事中

■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
に向けて建替えに着手

■2017年11月に新築工事着工

株主の皆さまへ

オフィス事業 / 商業事業

これからも世の中に
求められる企業となるべく、
歩んでまいります。
代表取締役社長

サービス付き高齢者向け住宅
■「ウエリスオリーブ鵠沼松が岡」が2017年3月に開業
■「ウエリスオリーブ鎌倉岩瀬」が2017年5月に開業
■「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

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、ウッドヴィル麻布を販売

住宅事業

海外事業規模
■ 2018年3月期第2四半期（連結）の営業収益は31億円、営業利益は
5億円

リニューアルプロジェクト
■「1 King William Street」（ロンドン）のリニューアル工事は2016年
11月に完了。NTTグループ企業やサービスオフィス（LEO社）が入居
し稼働中。

米国ボストン新規物件取得
■「185 Dartmouth Street」（米国ボストン）を2017年5月に取得

グローバル事業 / その他

中期ビジョン2018の進捗
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２０１７年８月に竣工した「UDゆめ咲ビル」は、人気のテーマ
パークでにぎわうJRゆめ咲線「ユニバーサルシティ駅」と
ペデストリアンデッキで直結しています。大阪駅からも直通
電車で１１分という立地特性を活かして、地上１７階・地下１階、
延床面積20,000㎡超のホテル、ブライダルで構成される複合
施設です。
これらのテナントと共に、エリアの特徴を活かしたサービス
を提供し、レジャーにビジネスに、そして大切なイベントにと
いった多様なニーズに対応できる施設となっています。

人気のテーマパークでにぎわう
大阪・此花湾岸エリアのホテル・ブライダル施設

当施設は、ご利用いただくお客さまの夢や思いを一層輝か
せ、記憶に残る空間づくりをコンセプトとしています。カンデオ
ホテルズが運営する「ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ 
アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンⓇ」では、木の温かみを
活かした和モダンデザインの洗練されたホテル空間となって
います。また、㈱ブレスゲートが運営するブライダル「アヴァンセ 
リアン 大阪」では、光と眺望を取り込み華やかさと気品にあふれ
たブライダル空間が、この施設を訪れる人々の特別なひとと
きを演出します。

洗練された和モダンデザインのホテル空間と
華やかさにあふれたブライダル空間

ホテル・ブライダルのエントランスをペデストリアンデッキで
ユニバーサルシティ駅と直結する2階に設けることで、お客さま
に分かりやすく、利便性の高い動線を確保しています。ペデス
トリアンデッキには、地上階と結ぶエレベーターを設置するな
ど、当施設への来館者だけでなく、駅を利用する方の利便性に
も配慮したつくりとなっています。

ユニバーサルシティ駅直結
「UDゆめ咲ビル」竣工

Focus 1
ホテル開発等への投資

撮影：フォワードストローク

撮影：㈱写真通信撮影：鈴木賢一写真事務所

所在地 大阪府大阪市
主な用途 ホテル、ブライダル
貸床面積 20,607m2

建物規模 地上17階、地下1階
工期 2015年10月～2017年8月
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● 災害時の
 インフラ整備

● 提携医療機関による
サポート

● 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
● プロジェクトの企画

● 建物管理

外部医療機関

ウエリスオリーブ鵠沼松が岡

1982年の創業以来、フランス料理やイタリア料理などの
レストラン事業を中核に、ポテンシャルの拡大に向けてウェ
ディング事業やホテル事業などの時代に即した事業領域を
創造してきた㈱ひらまつ。当社は、2015年11月に同社と
資本業務提携契約を締結したことをきっかけに、滞在型ス
モールラグジュアリーホテル「THE HIRAMATSU HOTELS 
& RESORTS」の開業を本格化させています。2016年7月に
三重県賢島で第1号拠点を開業したのを皮切りに、2016年
10月に熱海、2016年12月に箱根仙石原に開業しました。
2018年夏には沖縄宜野座に客室数20室規模のホテルを
開業する予定です。宜野座は沖縄本島の東海岸に位置し、手

　高齢社会に対応して、当社ではサービス付き高齢
者向け住宅「ウエリスオリーブ」を展開しており、2017
年3月には、4棟目となる「ウエリスオリーブ鵠沼松が
岡」を開業しました。
　ウエリスオリーブ鵠沼松が岡では、元気な方もケア
が必要な方も安心して永くお住まいいただくための
多様な住居形態――プライバシーを重視し、各種便利
な設備が充実した自立型居室（スイートルーム）、日常
的に介護サービスを受けることのできる介護型居室
（プラチナルーム）をご用意しています。また、日中帯
は看護師が常駐するほか、地域の医療機関とも連携
し、万が一の際は24時間緊急対応を行います。

つかずの自然が残る素晴らしいリゾート地です。海岸線に沿って
広がる約22,000㎡の広大な敷地に、ヴィラタイプのスイート
ルームをはじめ、水平線を見渡すプールやレストランを配した
開発を推進しています。
今後も、当社が培ってきたオフィスや住宅、商業施設などの
幅広い開発ノウハウと、㈱ひらまつが培ってきた上質な食事や
快適な居心地を提供するノウハウ、両社の経営資源を活かす
協力関係を発展させて、ホテル・リゾート事業を強化していき
ます。

Focus 2

㈱ひらまつと
「滞在型スモールラグジュアリーホテル」を展開

看護師常勤のサービス付き高齢者向け住宅
「ウエリスオリーブ鵠沼松が岡」をオープン

パートナー企業との連携強化

Focus 3
サービス付き高齢者向け住宅の展開

THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 宜野座
 完成予想図
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THE HIRAMATSU HOTELS & RESORTS 仙石原  外観
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　当第2四半期連結累計期間における賃貸オフィス市場においては、高い稼働率を

維持し、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においては、

販売価格の高止まりが続く中で、都心部の物件を中心に需要は堅調であったもの

の、郊外においては販売が長期化する物件も見られました。

　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経営成績については、

営業収益は727億円（前年同期比42億円増、6.2%増）、営業利益は155億円（前年

同期比42億円増、37.3%増）、経常利益は148億円（前年同期比50億円増、51.4%

増）、親会社株主に帰属する四半期純利益は96億円（前年同期比33億円増、53.7%

増）となりました。

　品川シーズンテラス等の既存物件のリーシング進捗により、
保有ビルの2017年9月末日時点における空室率は、東京都心
5区では2.0%（2017年3月末日時点3.2%）、全国では3.3%
（同4.1%）となりました。営業収益は、既存物件のフリーレント
解消等により、452億円（前年同期比8.6%増）、営業利益は、
166億円（同34.8%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、ウエリス武蔵野関町など新たに竣工
した物件を中心に408戸を引き渡し、戸当たり平均単価は40百
万円となりました。その結果、営業収益は214億円（前年同期比
11.7%増）、営業利益は12億円（同1.7%増）となりました。

住宅事業

　営業収益は86億円（前年同期比18.2%減）、営業利益は6億円
（同23.9%減）となりました。
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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。

米国ボストンにおいて
オフィスビルを取得
米国現地法人UD USA Inc.を通じて、米国

マサチューセッツ州ボストン市のオフィスビル
「185 Dartmouth Street」を新たに取得しま
した。
本物件は、ボストン市の高級リテールが立ち
並ぶ緑豊かなBack Bayエリアにあり、地下鉄や
長距離列車の停車駅至近であるなど交通アク
セスにも恵まれています。周囲は歴史的な
レンガ造りの建物が立ち並ぶNewbury 
Streetや人気のレストランが並ぶBoylston 
Streetにも近く、オフィスワーカーにとって
魅力的な環境が整っています。

Pick Up

国内物件（2017年9月30日現在） 海外物件（2017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

貸床面積 164,671sqf （約15,298m2）
建物規模 地上11階、地下2階
主な用途 オフィス、商業

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：伊東 浩

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

ＮＴＴ－Ｔビル

所在地
福岡県福岡市
敷地面積
8,777m2
延床面積
61,506m2
規模
地上7階、地下3階
竣工
1996年9月

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
132,627sqf
（約12,321m2）
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
106,000sqf
（約9,847m2）
建物規模
地上11階、地下3階
主な用途
オフィス、商業

貸床面積
745,336sqf
（約69,243m2）
建物規模
地上35階、地下2階
主な用途
オフィス、商業

575 Lexington
Avenue
（米国ニューヨーク）

1015 18th Street
（米国
 ワシントンD.C.）

799 Broadway
（米国ニューヨーク）

貸床面積
223,372sqf
（約20,773m2）
建物規模
地上11階、地下1階
主な用途
オフィス、商業

Two Oliver Street
（米国ボストン）

貸床面積 86,427sqf（約8,029m2）
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

185 Dartmouth Street （米国ボストン）

オフィス・商業事業

2019年開通予定の新設鉄道の停車駅
であるLiverpool Street駅前に位置し、今
後の同エリアの発展を見据え、大規模リ
ニューアルを検討中。

20 Finsbury Circus
（英国ロンドン）

金融街のシティ地区に位置する1King 
William Streetは、大規模リニューアル工
事により、ビルの再生、価値の最大化を実
現し、RIBA（英国建築協会）のLondon 
Awards 2017にも選出されました。

1 King William Street
（英国ロンドン）

撮影：フォワードストローク

トラッド目白

所在地　 東京都豊島区 規模　地上4階、地下2階
敷地面積　1,676m2 竣工　2014年10月
延床面積　7,575m2 

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 撮影：フォワードストローク

アーバンネット日本橋二丁目ビル

2017年度グッドデザイン賞
受賞

　国内最大級の光ダクト
を採用するなど、環境に配
慮したオフィスビルです。

2016年度グッド
デザイン賞受賞
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アーバンネット日本橋二丁目ビル

2017年度グッドデザイン賞
受賞

　国内最大級の光ダクト
を採用するなど、環境に配
慮したオフィスビルです。

2016年度グッド
デザイン賞受賞
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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。

ＪＲ山手線の内側に位置し、都立
戸山公園の緑があふれる環境の
中、早稲田大学を始めとした文教
地区の都市の利便性と緑豊かな
暮らしを享受し、多彩な共用空間
を備えた全184邸の大規模レジ
デンスです。

砧公園まで徒歩９分の閑静な
住宅街にあり、光と眺望を満喫で
きる南東・南西向き中心の平均
専有面積76㎡超のゆとりあるプ
ランの全182邸。大規模物件なら
ではの充実した共用施設とソフト
サービスをご用意しています。

隣接地のサービス付き高齢者
向け住宅と同時開発を行う“つな
ぐTOWNプロジェクト”第４弾の
分譲マンションです。小田急小田原
線「町田」駅徒歩８分、駅前は豊富
な商業施設が整い、都心へのアク
セスも快適な立地です。全44邸、
南東向きの開放感ある建物計画
となっています。

泉北高速鉄道「光明池」駅から
徒歩6分の地上15階建て、全317
邸の大規模レジデンス。「大阪
みどりの百選」に選ばれた光明池
緑地が隣接し、商業施設や駅まで
はデッキで直結するという魅力
的な生活スタイルを実現します。

リノベーション分譲事業の第2弾 「ウッドヴィル麻布」
2017年度グッドデザイン賞
受賞

Pick Up

当社と㈱リビタが共同で進めてきた一棟
リノベーションの分譲マンション「ウッド
ヴィル麻布」は、当社が新規事業として展開
するリノベーション分譲事業の第2弾となり
ます。
ウッドヴィル麻布は、東京メトロ日比谷線

「広尾」駅から徒歩10分、港区西麻布四丁目
の落ち着いたエリアにあります。鉄筋コンク
リート地上8階地下1階建て、総戸数28戸、
平均専有面積200㎡超のレジデンスで、
1988年に建てられた外国人向け高額賃貸
住宅をリノベーションしたものです。
リノベーションにあたっては、これまでの
価値を継承し、これからも「永く大切にされ
ること」にこだわり、「他にない、かけがえの
ない価値」を感じられるデザインを採用しま
した。また、居住快適性を高める断熱性能や
遮音性能を向上させたほか、今後の保守・
点検にも配慮した住まいとなっています。

ウエリス新宿早稲田の森 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町田中町

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

ウエリス世田谷砧

ウエリス光明池

住宅事業
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㈱日本経済新聞社とニューオフィス推進協会が実施
する第30回「日経ニューオフィス賞」で、応募総数129
件の中から16件のオフィスが「ニューオフィス推進賞」
を受賞し、当社もその一社として選出されました。
「クロスコミュニケーションの誘発」を軸に、オープン
ミーティングエリアを多彩な機能を持ったスペースで
構成し、広がりある空間としたことが評価されました。
近年の企業経営が大きな構造的変化に直面する中、新
たな価値を生み出すフィールドとしてのオフィスの重
要性が高まっています。当社は、昨年創立30年を迎え、
コーポレートシンボルを一新。「誠実に、革新的に」を
コーポレートスローガンに、オフィスのあり方を見つめ
直し、労働生産性向上や新たな価値創造の実現を通じ
て、企業としてさらなる発展をめざします。

第30回「日経ニューオフィス賞」において「ニューオフィス推進賞」を受賞

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

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
847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㈱、
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
単元株式数
株主数
（うち単元未満株主数

1,050,000,000株
329,120,000株

100株
10,975名

89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

中川 裕
楠本 正幸
香月 重人
吉条 良仁
山澤 秀行
篠原 宏年
福井 伸之
坂上 智之
荻原 健
佐山 義幸
牧 貞夫
小松 章（社外・独立）
谷川 史郎（社外・独立）
谷山 賢
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
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
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
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
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
（信託口5）
ザ バンク オブ ニューヨーク 133522
STATE STREET LONDON CARE OF STATE 
STREET BANK AND TRUST, BOSTON 
SSBTC A／C UK LONDON BRANCH 
CLIENTS－ UNITED KINGDOM
ザ バンク オブ ニューヨーク メロン 140044

221,481,500

10,551,800

6,039,496

5,484,000

3,016,300

2,827,088

2,315,100

2,297,461

2,225,051

2,129,800

67.30%

3.21%

1.84%

1.67%

0.92%

0.86%

0.70%

0.70%

0.68%

0.65%

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）

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

Topics 会社概要／株式の状況（2017年9月30日現在）

証券会社
0.8%

金融機関
9.4%

個人・その他（国内）
2.5%

外国法人等
19.7%

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

〒168-8507
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
（https://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2017

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

第33期 株主通信
2017年4月1日～2017年9月30日

2018年3月期 第2四半期
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