
証券コード：9432

株式インフォメーション

株主名簿管理人・特別口座管理機関へのお問い合わせは
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

NTT株主様専用電話：    0120-584-400
代　表　電　話     ：    0120-782-031
株主・投資家の皆様向けホームページ
　　　　　　　            http://www.ntt.co.jp/ir/

住所・氏名など届出事項の変更、配当金振込先の指定について
【証券会社の口座に当社株式が記録されている株主様】
お取引先の証券会社へお問い合わせください。
【特別口座に当社株式が記録されている株主様】
当社特別口座管理機関の三井住友信託銀行へお問い合わせください。

◎住所・氏名の表記について
住所および氏名などの文字のうち、証券保管振替機構が指定してい
ない漢字などが含まれている場合には、その全部または一部を証券
保管振替機構が指定した文字に置き換えさせていただくことがござ
いますのでご了承ください。
◎未払配当金の支払について
まだ受け取られていない配当金がある場合は、お早めに三井住友
信託銀行にお問い合わせください。

この冊子は環境にやさしい植物油インキとFSC®森林認証紙を使用しています。 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。

「電話サービス」に関する
お申し込み・お問い合わせは

「ブロードバンドサービス」に関する
お申し込み・お問い合わせは

午前9時～午後5時　年中無休（ただし年末年始を除く）

NTT東日本：午前9時～午後7時 年中無休（ただし年末年始を除く）
NTT西日本：午前9時～午後9時 年中無休（ただし年末年始を除く）

（局番なし）

■NTT東日本・NTT西日本

午前10時～午後7時　年中無休（ただし年末年始を除く）

電話・インターネットのサービスに関する
お申し込み・お問い合わせは

コ ー ル ・ コ ー ル

■NTTコミュニケーションズ

総合お問い合わせ先／各種ご注文受付
 〈ドコモ インフォメーションセンタ〉
ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

（一般電話などからはご利用になれません。）

（局番なし）

（午前9時～午後8時 年中無休）

■NTTドコモ
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0120-800-000
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この絵はNTTの海外拠点がある国をイメージし
ています。どこの国かは14ページをご覧ください。
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■北米Ｒ＆Ｄ拠点の創設

セキュリティ

クラウド

“NTT I3”

●セキュリティ分析エンジン
●マルウェア解析
●クラウドセキュリティ

競争力の源泉となる
技術・ノウハウを
グループ横断で開発

●Open系クラウド基盤
●クラウド連携基盤

スピーディかつマーケットイン
のサービス展開

片山副社長メッセージ

Q

A

代表取締役副社長

片山 泰祥
かた やま　 やす よし

2012年11月8日公表の新中期経営
戦略「新たなステージを目指して」を
踏まえた、ＮＴＴのＲ＆Ｄの今後の取り
組みをお聞かせください。

情報通信市場は様々な変化を遂げています。
2012年11月に公表した新中期経営戦略では、
グローバル・クラウドサービスを事業の基軸に
することや、ネットワークサービスの競争力を徹
底的に強化することにより、収益構造を変革し、
今後もＮＴＴグループがお客様に選ばれ続ける
“バリューパートナー”となることを掲げています。
ＮＴＴのＲ＆Ｄもこの基本方針に沿って取り組ん
でいきます。

グローバル・クラウドサービスを事業の基軸に
グローバル・クラウドサービスを強化するため
に、まずは国内のＲ＆Ｄ体制を2012年４月に整
備しました。具体的には、安心・安全なクラウド
サービスを実現するためのセキュリティに関す
る研究開発に特化した「セキュアプラットフォー
ム研究所」を新たに設けました。また、効率的
にソフトウェア投資を行うとともにソフトウェア
開発技術そのものを進化させることを目指し、
各研究所に分散していたクラウド技術者とソフ
トウェアの基本技術者を再結集させた「ソフト
ウェアイノベーションセンタ」を設置しました。
これらの研究所では、クラウドサービスのため
のセキュリティ技術やビッグデータ分析技術を
中心に研究しています。セキュリティ技術につ

ＮＴＴグループの技術戦略を統括する
片山副社長に、
ＮＴＴグループの研究開発（Ｒ＆Ｄ）戦略について
聞きました。

いては、クラウド上のデータの盗難や消失から
データを保護する秘密分散基盤、データの操
作や移動を調査・追跡するフォレンジックスな
どの研究開発を進めています。また、ビッグデー
タ分析では、絶え間なく流れてくる大量のデー
タに対応するリアルタイム分析基盤Jubatusや
自然言語処理技術などの研究開発に取り組ん
でいます。
また、お客様企業のグローバルな活動を支える
サービスの拡大に合わせて、研究開発もグロー
バル展開を進めています。2013年４月には、
ICT（情報通信技術）に関する情報・研究開発が
集中している北米において、Ｒ＆Ｄ拠点の拡大・
強化を図るため、新会社「NTT Innovation 
Institute Inc.」［呼称：ＮＴＴ I3（アイキューブ）］
を設立します。
｢まだ形ができていないもの｣、「何か新しいも

の」を生み出そうとするときには、場所の問題
は大事です。北米には、シリコンバレーに代表
されるように、先進的な試みをしている企業が
集中しています。風土や規制の問題なども考慮
し、創造的な刺激が受けられる場所なら、次の
ステージに立つための努力が存分にできると
考えています。
この北米のＲ＆Ｄ拠点では、ＮＴＴ（持株会社）の
研究所だけでなく、これまでに買収した企業や
グローバルに研究開発を行っているＮＴＴグルー
プ会社とも連携し、グループ全体でセキュリティ
の研究開発を行う体制を構築したいと思います。
スタート時点の資金として１億ＵＳドルを予定し
ており、当初は30名規模から始め、現地採用
も積極的に実施し、できるだけ早期に100名規
模の体制を整えていきます。
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■世界最高密度の多心光ファイバケーブル

間欠接着型光ファイバテープ 光ファイバケーブルの細径高密度化

単心・テープの
優れた特性を
両立

ケーブル実装時 一括接続時

（従来16mm）

接着部

11mm→

単心光ファイバ
超細径高密度光ファイバケーブル（200心）

約30％
細径化

物品費の低減

現行スロット型 新開発のケーブル

施工費の低減 増管工事の抑制

既設メタル
引上管路

メタル
（1,200対）

最大40心
→200心

牽引機不要 光

約60％
軽量化

片山副社長メッセージ
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ネットワークサービスの競争力を徹底的に強化
Ｒ＆Ｄ部門として、ＮＴＴグループが保有するネッ
トワークに関連する設備投資や費用を削減する
ための研究開発にしっかりと取り組みます。加
えて、お客様視点での一番使い勝手の良いネッ
トワーク構成と、事業者視点での費用対効果
の一番高いネットワーク構成の両面から、固定
通信・移動通信のシームレス（境目のない）な
新しいネットワーク構成に関する研究開発に取
り組んでいきます。
具体的な研究成果の一例として、アクセス系
ネットワークについては、光通信に用いる世界
最高密度の屋外配線用多心光ファイバケーブ

ルの開発が挙げられます。高密度実装を実現
するために新たに開発した光ファイバテープと、
曲げによる光損失を抑制した光ファイバを用い、
これまでのケーブル構造を抜本的に見直すこと
により、光ファイバケーブル内の実装密度を極
限まで高めることに成功しました。光ファイバ
ケーブルの高密度化に伴う軽量化および細径
化により、敷設作業の効率向上や光ファイバ
ケーブル敷設スペースの有効利用などにより、
ネットワークに関連する設備投資や費用の削減
が期待されます。また、コアネットワークについ
ては、１チャネルあたり毎秒100ギガビット級の
光伝送方式の商用化に続き、世界最高水準の

400ギガビット級光伝送技術の実用化に向け
た共同研究開発に着手しています。これにより、
超高速かつ低消費電力で柔軟性を兼ね備え
た経済的なネットワークの実現を目指してい
きます。

その他のＮＴＴのＲ＆Ｄの課題と取り組
みについてお聞かせください。

エネルギー消費を減らす“グリーンＩＣＴ”への取
り組みに注力しています。電気通信はエネルギー
がないと何もできない産業ですから、自ら節電
に取り組み、使命としてエネルギー消費を減ら
していかなければなりません。従って、電力へ
の依存度を下げることや低消費電力化に向け
た研究開発にも注力しており、例えばONU
（光回線終端装置）の低消費電力化に取り組ん
できました。さらに、ネットワークの高信頼化や
消費電力の削減、通信サービス復旧の迅速化
を目的とした研究開発についても継続して取り
組んでいかなければならないと考えています。
また、これからは太陽光発電装置を各家庭や
学校などが設置し、自身で使うエネルギーを生
み出し、余ったエネルギーを販売する事例も拡
大していくと考えられます。電気自動車の普及
なども進めば、エネルギーを作る所、使う所が
今まで以上に広範囲にわたるようになります。
それをリアルタイムに制御するにはＩＣＴが一番
適していますので、こういったところでＮＴＴの
技術力を発揮したいと考えています。

今後のＮＴＴのＲ＆Ｄを進めるにあたっ
ての抱負をお聞かせください。

新中期経営戦略では、ＮＴＴグループがお客様
から選ばれ続ける“バリューパートナー”となる
ことを掲げています。クラウドやビッグデータと
いう新しい技術が、世の中を大きく変え得る存
在になっており、ＮＴＴグループもこの分野で、
お客様にパートナーとして選ばれるだけの価値
を提供したいと考えています。
クラウドサービスについては、ＮＴＴグループの
持つ音声認識や言語処理技術を活用し、「しゃ
べってコンシェル」などの具体的サービスの提
供につながるような研究開発を進めてきました。
今後もＮＴＴグループのＲ＆Ｄを結集し、具体的
なサービスを世の中に出していくための研究開
発を加速していく考えです。
このため、ＮＴＴグループのＲ＆Ｄは、自社の研
究開発力だけに頼る自前主義に固執せず、時
には外の知恵も借りる、いわゆる「オープンイ
ノベーション」＊の推進を積極的に図っていきた
いと考えています。オープンイノベーションを
推進し、自社が保有する技術・知的財産と他
社が持つ技術・知的財産を組み合わせること
で、これまで以上に革新的で魅力あふれるサー
ビスの提供を行っていきます。

＊ オープンイノベーション…新技術・新製品の開発に際して、
組織の枠組みをこえ、広く知識・技術の結集を図ること。
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研究開発の取り組み状況（スマートハウス編）

NTTグループでは、ICT（情報通信技術）の利活用の機会拡大に向けて取り組みを強化しております。
ここではその一環として、「研究開発」に関する取り組みについてご紹介します。

  最近、太陽光発電や
スマート家電のＣＭを
  よく見るわね。

 そういえば年末年始
は、暖房のせいで電気
代高かったわね。
 もうちょっと上手に
   節電したいと思って
         いるの。

 最近、ＩＣＴの活用により
スマートな社会づくりを目指す
 取り組みが活発化している
  みたいだよ。

おや？ ちょうどいい
    記事があるぞ。

ＩＣＴの活用により、自分の家が、どの時間帯が
もっとも電気を消費しているのかや、どの機器が
もっとも消費しているかなどが、一目瞭然になる
んだよ。

手軽に設置できる
のがいいわね！

これは見やすくて、便利だな。これじゃあ、
電気の無駄遣いをしたら、みんなにすぐに
叱られてしまうのう～。

内訳がきちんと確認できることで、
ポイントを押さえた節約ができる・・・。
なんだか家計簿みたいだね！

  ＮＴＴグループが熊本市と連携して、ＩＣＴ技術
を用いた「スマートな暮らしを実現する」モデル事
 業をやるそうじゃ。これによって、電力の見える化
        と家電制御ができるようだのう。

例えば、熊本市でのモデル事業では、ＮＴＴグループの
開発した技術が活かされているんだって。
「家電制御システム」は、外出先から家電のON/OFF
状況を確認できて、どこからでも家電を制御できるんだ。
「機器電力推定技術」は、家にある分電盤にセンサを
１つ取り付けるだけで、使用中の家電機器の種別と電力
使用量を推定し、機器ごとの電力の見える化を実現する
ことができるみたいだよ！
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研究開発の取り組み状況（スマートハウス編）

便利な時代に
なったんじゃのう。

ＮＴＴグループは、家（ハウス）だけでなく、
ビルなど各施設のスマート化をはじめ「つなぐ」
基盤や多様なネットワーク技術を活用して、
地域（コミュニティ）全体の
「見える化」と「制御（コントロー
ル）」によるスマートコミュニティ
の創造を進めているんだ！！

このように、新しい技術を暮らしのなかで活か
  していくことができるのも、信頼できる高品質
     の通信技術があってこそなんだ。

スマート化はICTを使った情報の
収集・分析・活用によって支えられて
いるのね！

環境やエネルギーの技術は、これからとても必要な技術に
なっていくけれど、ICTによって、それぞれの可能性をより
     大きく育てていくことができるんだ。

なんだかすごい時代になった
のう。ついこの間までは、未来
の姿だと思っていたことが、
いつの間にか現実世界のもの
  になってきたんじゃな。

    忙しい現代人には、
家族のコミュニケーション
 手段が増えていいわね！

＊1 HEMS（Home Energy Management System）…家庭におけるエネルギー管理を支援するシステムのこと。
＊2 BEMS（Building and Energy Management System）…室内環境とエネルギー性能を最適化し、経済的で安全なビル運用を支援するシステム、ビルエネルギー管理システム。

＊1

＊2

米国では、ほかにもスマートハウスの
取り組みがあるみたいだよ！

米国では、大手通信会社やＣＡＴＶ会社がいろんなサービスを始めて
いて、子供が鍵を忘れた時、親が外からスマートフォンで確認して
ドアの鍵を開けたり、独身者が自宅に帰る50メートルくらい手前から
自宅の照明を付けたり、外出時に消し忘れた照明を外から消したり、
なんてこともしているようだよ。

そのほかにもＮＴＴグループは総合スーパー、電機メーカーと組んで、暮らしをサポートするインター
ネット上のクラウドサービスを提供しているんだよ。そのサービスでは、自宅のタブレット端末に
スーパーのチラシが配信されたり、子供が帰宅し、自宅のタブレット端末に触れると、帰宅メッセージ
と写真が親の携帯電話に届けられたりするんだよ。

それぞれの技術とICTとの連携が
ますます重要になってくるのね。
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固定：
移動：

508
1,047

2012年3月期4-12月実績 2013年3月期4-12月実績

（単位：億円）

77,837

■営業収益（対前年：+1,381）

■営業費用（対前年：+1,542）

■営業利益（対前年：△162）

79,217

固定
移動固定

移動

67,742
69,285

固定：
移動：

1,362
1,408

SI

前年同期比増減の内訳（科目別）

10,094 9,932

音声関連収入
2,770

IP系・
パケット通信収入

1,554
SI・端末収入
2,418

その他の収入
179

人件費
19

その他
13

経費
1,383減価償却費・

除却費
164

SI：
端末（固定）：
端末（移動）：

97
50
2,270

端末

連結および主要な会社別損益状況
ＮＴＴ連結とは、ＮＴＴグループ連結子会社818社、持分法適用会社102社の連結決算を表しています。
ここでは、主な5社として、ＮＴＴ東日本、NTT西日本、ＮＴＴコミュニケーションズ、ＮＴＴデータ、ＮＴＴドコモを掲載しております。

営業収益は前年同期と比べ1,381億円（1.8％）増加の7兆9,217億円
・スマートフォン販売数の拡大により端末収入などが増加

営業費用は前年同期と比べ1,542億円（2.3％）増加の6兆9,285億円
営業利益は前年同期と比べ162億円（1.6％）減少の9,932億円
・営業利益は減益であるものの、第3四半期単独では増益

第3四半期（累計）の決算概要

＊1当社およびNTTドコモは米国基準（連結）、NTT東日本、NTT西日本およびNTTコミュニケーションズは国内基準（単独）、NTTデータは国内
基準（連結）に準拠して作成しております。

＊2 NTT東日本、NTT西日本、NTTコミュニケーションズおよびNTTデータの税引前利益欄には、経常利益を記載しております。
＊3 NTT連結の四半期純利益は、当社に帰属する四半期純利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しております。
＊4 NTTドコモの四半期純利益は、NTTドコモに帰属する四半期純利益（非支配持分帰属分控除後）を記載しております。

（単位：億円）

区　分

営 業 収 益
（対前年増減額）
（対前年増減率）
（通期業績予想）
（進　捗　率）

営 業 費 用
（対前年増減額）
（対前年増減率）
（通期業績予想）
（進　捗　率）

営 業 利 益
（対前年増減額）
（対前年増減率）
（通期業績予想）
（進　捗　率）

税引前利益
（対前年増減額）
（対前年増減率）
（通期業績予想）
（進　捗　率）

四半期純利益
（対前年増減額）
（対前年増減率）
（通期業績予想）
（進　捗　率）

NTT連結
＊1

79,217
（1,381）
（1.8%）

（108,100）
（73.3%）

4,473
（881）

（24.5%）
（5,300）
（84.4%）

＊3

NTT東日本
＊1

13,646
（△152）
（△1.1%）
（18,580）
（73.4%）

13,036
（△294）
（△2.2%）
（17,930）
（72.7%）

609
（142）

（30.4%）
（650）

（93.8%）

522
（299）

（133.9%）
（500）

（104.6%）

810
（179）

（28.6%）
（850）

（95.3%）

＊2

69,285
（1,542）
（2.3%）

（96,100）
（72.1%）

9,932
（△162）
（△1.6%）
（12,000）
（82.8%）

9,857
（△252）
（△2.5%）
（11,700）
（84.2%）

NTT
コミュニケーションズ

＊1
NTT西日本

＊1

12,085
（△390）
（△3.1%）
（16,450）
（73.5%）

11,903
（△255）
（△2.1%）
（16,050）
（74.2%）

182
（△135）

（△42.5%）
（400）

（45.7%）

6,997
（△288）
（△4.0%）
（9,550）
（73.3%）

6,058
（△419）
（△6.5%）
（8,550）
（70.9%）

939
（131）

（16.2%）
（1,000）
（93.9%）

219
（35）

（19.1%）
（400）

（54.8%）

714
（188）

（35.9%）
（670）

（106.6%）

267
（△133）

（△33.3%）
（500）

（53.6%）

＊2 1,056
（126）

（13.6%）
（1,100）
（96.1%）

＊2

9,118
（230）
（2.6%）

（12,800）
（71.2%）

8,629
（255）
（3.1%）

（11,950）
（72.2%）

488
（△25）

（△4.9%）
（850）

（57.5%）

33,708
（1,966）
（6.2%）

（45,200）
（74.6%）

26,686
（2,382）
（9.8%）

（37,000）
（72.1%）

7,022
（△416）
（△5.6%）
（8,200）
（85.6%）

220
（56）

（34.6%）
（380）

（58.0%）

447
（△23）

（△5.1%）
（780）

（57.4%）

＊2

NTTドコモNTTデータ
＊1 ＊1

4,165
（219）
（5.5%）
（5,070）
（82.1%）

＊4

6,992
（△449）
（△6.0%）
（8,140）
（85.9%）

本誌に記載されている予想数値および将来の見通しは、不確定性・不確実性を含んでおり、実際の業績などにつきましては、今後の経済や情報通信業界内外の
動向、新たな技術・サービスや料金水準などにより変動することがあります。従って、当社として、その確実性を保証するものではありません。



■ 11 12 ■

主要会社トピックス

ＮＴＴ東日本およびＮＴＴ西日本では2012年12月1日より、「フレッツ光」の利用拡大を目的として、月額利用料の割
引に関する取り組みを開始しました。

NTTデータは、経済発展の潜在力を持つミャンマーに子会社NTT DATA Myanmar Co., Ltd.を設立し、2012
年11月8日より営業開始いたしました。今後、NTTデータのアジア地域における新たなシステム開発拠点として、
5年後に従業員500名の体制を整備します。

背景
NTTデータは、これまでに中国、インド、ベトナムに、日本向けのシステム開発（対日オフショア開発）拠点を置いて
います。ミャンマーは、昨今民主化の進展が著しく、日系企業の進出が加速しているところですが、IT分野において
も高いポテンシャルを有していることから、新たに拠点を設立することといたしました。優秀な人材が豊富であり、
低コストで確保可能なこと、ミャンマー語と日本語の類似性から日本語の習得が容易であることなどから、対日オ
フショア開発拠点として多くの利点を有しています。
一方、オフショア開発拠点開設に伴い、現地従業員を採用することで雇用を創出し、また現地コンピュータ大学との
連携によりIT人材の育成に貢献し、ミャンマー経済の近代化、発展に寄与します。
ＮＴＴデータは、NTT DATA Myanmar Co., Ltd.を日本からのソフトウェア開発の受託を中心としたオフショア開
発拠点として位置付けるとともに、日本からミャンマーに進出した企業のサポートや、当社の国内実績を踏まえた現
地金融機関・官公庁向けビジネスの展開について活用することも視野に入れています。

会社情報
1. 会社名称および代表者
会社名称：NTT DATA Myanmar Co., Ltd.
代表者：堀川 雅紀（代表取締役社長）

2. 資本金
330万USドル

3. 事業内容
システム設計・開発

4. 出資者
NTT DATA Asia Pacific Pte. Ltd.
株式会社NTTデータ

「フレッツ光」の更なる利用拡大に向けた取り組みを開始
　・「思いっきり割」（ＮＴＴ東日本）
　・「光もっと2割」（ＮＴＴ西日本）

ミャンマー子会社の営業開始

2012年12月1日から「フレッツ光」のご利用年数に応
じて月額利用料を割り引く「光もっと2割」の提供を開
始しました。
「光もっと2割」をお申し込みいただくと、「フレッツ 光ネ
クスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」
（戸建住宅向けのサービス）をご利用の場合、月額利
用料から1,155円（税込）～1,879.5円（税込）割り
引きます。

2012年12月1日から2013年4月30日の間に新たに
「フレッツ光」をご契約いただいたお客様を対象に、過
去最大級の割引キャンペーン「思いっきり割」を実施し
ています。
「思いっきり割」では、戸建住宅向けのサービス（ファ
ミリータイプ等）で945円（税込）、集合住宅向けの
サービス（マンションタイプ等）で最大1,165.5円（税
込）を月額利用料から24ヶ月間割り引きます。

■月額利用料（税込）イメージ

＝【戸建住宅】実質3,675円／月（税込）＊

　【集合住宅】実質2,667円／月（税込）＊
　＊インターネットサービスプロバイダ等の利用料金は含まれていません。

＋
＋

ＮＴＴ東日本

ＮＴＴ西日本

※ 既に「フレッツ光」をご利用中のお客様は、「フレッツ光」もしくは「光もっと割引」のご
利用年数によって割引額が異なる場合があります。詳細につきましては
http://flets-w.com/topics/motto2/にてご確認ください。

※ 割引適用期間内に本割引を解約された場合は解約金が必要です。 

（▲通常料金からの割引額）
「フレッツ 光ネクスト ファミリー・スーパーハイスピードタイプ 隼」と
本割引を月初日に新規同時お申し込みの場合

■「光もっと2割」適用時の月額利用料（税込）イメージ

(月額利用料）

5,500円
各種割引未適用の料金

5,670円

3,500円

1年目 2年目 3年目 4年目 5年目 6年目 7年目 8年目以降

▲1,155円

4,515円
4,315.5円

4,210.5円
4,105.5円

4,000.5円
3,895.5円

3,790.5円

▲1,155円
▲1,459.5円

▲1,774.5円▲1,879.5円

光もっと2割

（ご利用年数）

4,000円

4,500円

5,000円 ▲1,564.5円▲1,669.5円

▲1,354.5円
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表紙の絵の国は「シンガポール共和国」です。

自治体・企業様

お元気コール

高齢者 提携企業

便利業

ネットスーパー

④サービスの
紹介・取次

提携企業によるサービス提供

旅行会社

保険会社

宅配弁当
提
携
企
業
の
紹
介

＊1医者・看護師等によるサービス提供会社と提携
＊2お元気コール、お話しサービスの中からご要望に応じて情報をご案内

警備会社

健康相談＊1

お話しサービス

③地域情報、インターネット

②お話し・相談サービス

①見守りサービス

公開情報等のご案内＊2

Virtual PC

User PC Tablet
BYOD Any Where

SECURITY & COST CUT

インターネット

オフィス内のどのPCからも
自分のデスクトップ環境を利用可能

社内システム

自宅

Arcstar Universal OneArcstar Universal One

外出先 会社

オフィスPC

インターネット

ISP事業者様網

フレッツ網（NGN）

無線アクセスポイント
集合住宅

申込用無線LAN
（FLETS-ORDER）

インターネット接続用無線LAN
（FLETS-WiFi）

光ファイバ

dショッピング

dゲーム

dビデオ powered by BeeTV

dアニメストア

dアプリ＆レビュー

dブック

dヒッツ powered by レコチョク

dミュージック powered by レコチョク

アクセスはかんたん！
ホーム画面の□をタップ！

NTTグループの動き（第3四半期）

「うつして翻訳」サービスの提供開始～外国
語の料理メニューや看板などにスマートフォ
ンのカメラをかざすだけで、その日本語訳を
画面にすばやく表示～（NTTドコモ）

シニア向けライフサポートサービスの提供開始
～電話による相談・見守り・生活支援サービスで
安心･快適な暮らしをサポート～（ＮＴＴ西日本/
ＮＴＴマーケティングアクト）

電子書籍サービス「ひかりＴＶブック」の提供
開始～読み聞かせ絵本や写真集がテレビで楽
しめる～（ＮＴＴぷらら）

小規模集合住宅向け「フレッツ 光WiFiアクセ
ス」の提供開始～アパート等の小規模集合住宅
向けの新たな光サービスメニュー月額1,575円
（税込）～（ＮＴＴ東日本）

「Biz デスクトップ Pro Enterprise」の提供開
始～オフィスや外出先で同じデスクトップ環境
を利用できる
クラウド型仮
想デスクトッ
プサービス～
（NTTコミュニ
ケーションズ）

「ｄゲーム」 「ｄショッピング」の提供開始
（NTTドコモ）

NTTグループの主なニュースをご紹介します。

NTTグループ会社の紹介

社　名　　　　株式会社NTTファシリティーズ
本社所在地      〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1 
                     グランパークタワー
URL　　　　　http://www.ntt-f.co.jp/
設立日　　　　1992年（平成4年）12月1日

資本金　　　　124億円
代表取締役社長　筒井 清志
主な事業　　　建築物・電力設備のコンサルティング、企画、

設計、保守、維持管理等

会社概要

株式会社NTTファシリティーズ
NTTグループ会社のなかから、NTTファシリティーズをご紹介します。

●大規模太陽光発電所
コスト低減、発電量の最
大化により、確実な運用
を実現し、更なる事業性
を追求

※インターネットのご利用には、別途
インターネットサービスプロバイダと
の契約・利用料金が必要です。 
※サービス提供物件は、首都圏の現
在「フレッツ光 マンションタイプ」を
提供していない小規模な間取りの物
件から順次展開していく予定です。

大手ゲーム会社様と協業し、
厳選したゲームを提供

簡単かつ日常的にご利用い
ただけるネットショッピング

プロロジスパーク座間（神奈川県）

導入実績の一例

「個人投資家の皆様向けホームページ」のご案内
「個人投資家の皆様向けホームぺージ」内に、数
多くのご要望をいただいておりました、「NTTグ
ループ会社の紹介」ページをご用意しています。

「個人投資家の皆様向けホームページ」はこちら
http://www.ntt.co.jp/ir/
NTT IR 検索

100年におよぶ日本の電気通信の歩みを「ICT」「エネルギー」「建築」の3つの分野を融合した技術でサポートしてきた
NTTファシリティーズは、環境に配慮した建物、設備、エネルギーをトータルに手がける企業として、環境に優しくス
マートで安心安全な街づくりを進めています。今回は、現在大きな注目を集めている取り組みの1つをご紹介します。

メガワット級太陽光発電システムの総合プロデュース
NTTファシリティーズは半世紀にわたり太陽光
発電システムを構築してきた会社です。建築と
エネルギーの技術を活用し、2011年度末時点
で全国910ヶ所・累計34MW（メガワット）（家
庭用電力換算で約1万世帯分の電力に相当）の
国内最大級の太陽光発電システム導入実績が
あります。これらを通じて培った多くのノウハウ
を活かし、今後も様々な施設や土地への導入を
推進してまいります。



証券コード：9432

株式インフォメーション

株主名簿管理人・特別口座管理機関へのお問い合わせは
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

NTT株主様専用電話：    0120-584-400
代　表　電　話     ：    0120-782-031
株主・投資家の皆様向けホームページ
　　　　　　　            http://www.ntt.co.jp/ir/

住所・氏名など届出事項の変更、配当金振込先の指定について
【証券会社の口座に当社株式が記録されている株主様】
お取引先の証券会社へお問い合わせください。
【特別口座に当社株式が記録されている株主様】
当社特別口座管理機関の三井住友信託銀行へお問い合わせください。

◎住所・氏名の表記について
住所および氏名などの文字のうち、証券保管振替機構が指定してい
ない漢字などが含まれている場合には、その全部または一部を証券
保管振替機構が指定した文字に置き換えさせていただくことがござ
いますのでご了承ください。
◎未払配当金の支払について
まだ受け取られていない配当金がある場合は、お早めに三井住友
信託銀行にお問い合わせください。

この冊子は環境にやさしい植物油インキとFSC®森林認証紙を使用しています。 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。

「電話サービス」に関する
お申し込み・お問い合わせは

「ブロードバンドサービス」に関する
お申し込み・お問い合わせは

午前9時～午後5時　年中無休（ただし年末年始を除く）

NTT東日本：午前9時～午後7時 年中無休（ただし年末年始を除く）
NTT西日本：午前9時～午後9時 年中無休（ただし年末年始を除く）

（局番なし）

■NTT東日本・NTT西日本

午前10時～午後7時　年中無休（ただし年末年始を除く）

電話・インターネットのサービスに関する
お申し込み・お問い合わせは

コ ー ル ・ コ ー ル

■NTTコミュニケーションズ

総合お問い合わせ先／各種ご注文受付
 〈ドコモ インフォメーションセンタ〉
ドコモの携帯電話からの場合

一般電話などからの場合

（一般電話などからはご利用になれません。）

（局番なし）

（午前9時～午後8時 年中無休）

■NTTドコモ

116

0120-506-506

0120-116-116

0120-800-000

1 5 1

株 主 の 皆 様 と N T T を 結 ぶ
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sp r i ng

この絵はNTTの海外拠点がある国をイメージし
ています。どこの国かは14ページをご覧ください。


