
こんばんは。ＮＴＴデータ副社長の柳と申します。
本日はこのような機会をいただき、ありがとうございます。
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本日は当社の事業内容や戦略、ESGへの取り組みについてご説明し、最後に株主還元の
考え方についてご説明させていただきます。
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（説明省略）
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まず、NTTグループにおける当社の位置づけをご説明します。

NTTグループには様々な会社があります。通信キャリアであるNTTドコモやNTT東日本、
NTT西日本は様々な個人向けのサービスを提供しているので皆さんにとっても身近な存在
だと思いますが、当社はB to B、つまり企業向けのサービスを提供している会社です。

B to Bビジネスを行っている会社はNTTグループの中に数社ありますが、NTTコミュニケー
ションズやディメンションデータという会社が、クラウドやデータセンター等のITサービスの土台
となる部分を担っているのに対して、当社はシステムインテグレーションを中心としたITサービ
スを手がける唯一のプレイヤーというポジションを担っています。

4



なお、B to Bビジネスを行っている、当社、NTTコミュニケーションズ、ディメンションデータ
は、今年の11月に新たにNTTの下に新設されたグローバル持株会社のもとでこれまで以上
に連携することにより、グローバル市場における競争力強化と収益性の向上をめざしていくこ
ととなりました。

当社としても、現在の経営形態や上場は変わらず維持しつつ、NTTグループ一体となって
グローバル事業の更なる展開を行っていきたいと考えています。
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続いて、当社の売上高の推移についてご説明します。

当社はNTTから分離する形で1988年に設立されて以来、昨年度まで29期連続で増収を
続けており、ビジネス規模は継続的に拡大しています。このような業績を残すために、当社は
3段階の成長ステップを踏んできました。

まず、設立当初は、NTTグループの一員として公共や金融分野を中心に成長してきました。
これが2000年頃まで続く成長の第一ステップです。

そして2000年頃、更なる成長をめざして、国内で一番市場が大きい法人ビジネスの拡大
に着手しました。そこで当社は、製造業や流通業の顧客企業における情報システム子会社
等を買収し、各業界のノウハウを獲得することで、法人ビジネスを拡大していきました。これが
第二ステップです。

次の転機は2005年頃です。当時の国内トップ企業の多くは海外でビジネスを展開しており、
そのような企業から海外展開をITシステムの面でサポートしてほしいというご要望をたくさんい
ただくようになりました。また、世界のIT市場は国内よりもはるかに大きく、かつ成長率が高い
ことを踏まえ、2005年頃から海外ビジネスを拡大する方向に大きく舵を切りました。これが第
三ステップです。

このような3段階の成長ステップを経て、1988年度に2,200億円程度だった売上高は、
2017年度には2兆1,000億円を超えるまでになり、10倍近く成長しています。
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当社の事業領域には、公共・社会基盤、金融、法人・ソリューションという3つの国内事業
と、北米、EMEA・中南米という2つの海外事業があります。どの分野においても売上高は4～
5,000億円前後となっており、非常にバランスのとれた事業ポートフォリオとなっています。

それぞれの主要なお客様を見ていきますと、公共・社会基盤分野のお客様は、中央府省
や地方自治体といった公共機関と、通信・電力・ガス等のインフラを支える会社がメインです。
金融分野は銀行・保険会社・証券会社が主なお客様です。当社は金融分野において国内
のトップベンダーであり、多くの金融機関のお客様にサービスを提供しています。法人・ソ
リューション分野は、流通業や製造業などのお客様を中心にサービスを提供しています。

海外は市場が大きい北米とEMEA・中南米でM&Aを中心としたビジネス拡大を行ってきた
結果、国内の各分野に匹敵する規模まで成長してきています。
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国内の各市場における当社のシェアについては、当社が設立当初から強みを持つ政府・
医療市場や金融市場で特に強い存在感を発揮しています。政府・医療市場は順位が2位、
シェアは12.6%です。金融市場は1位となっており、シェアは16%を超えています。

一方で、市場規模が最も大きな民間市場では順位は5位、シェアは5%程度です。先ほど
ご説明したとおり、この市場に対しては2000年ごろから本格的に注力し始め、当社の国内事
業の中で、流通業や製造業向けなどの民間市場のビジネスは着実に力がついてきており、
今一番伸びている分野です。海外展開を推進していくお客様や、他社との差別化のために
ITサービスを活用していきたいとお考えのお客様も多く、市場の大きさから考えてもまだまだ
大きな伸びしろがありますので、今後も注力していきたいと考えています。
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海外拠点の状況については、昨年度末の時点で53の国や地域に拠点を持っており、非常
に広いエリアでビジネスを展開しています。従業員数については、全世界で11万8,000人以
上となっており、うち8万人以上は海外で働いています。

既に、サービスの提供エリアや従業員の面でも、かなり当社のグローバル展開が進んでい
ることがおわかりいただけるかと思います。
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続いて、当社の強みについてお話しします。当社は、発足時から30年間、「情報技術を用
いた豊かな社会づくり」 に向けた努力をし、短期的な利益のみを追求することなく、また目の
前の困難から逃げることもなく、お客様第一主義を守り続けてきました。現在、お客様からは、
その姿勢に基づく長期的な信頼関係こそがNTTデータの競争優位性と言われるようになっ
ています。

2018年5月に、創立30周年を迎えたのを機に、新たなGroup Visionとして「Trusted 
Global Innovator」を掲げました。「Trusted」は直訳すると「信頼される」という意味です。当社
は2005年頃より、グローバルな事業基盤の構築を進めてきました。そして現在、世界53の
国と地域で約12万人の多種多様な社員が働く、グローバル企業への躍進を果たしました。

私たちをとりまくこれからの世界を正確に予測することはできませんが、先ほどお話しした、
お客様との長期的な信頼関係が今後も重要であるという認識をしています。どこまでもお客
様に寄り添い、お客様の豊富なアイディアと世界中の最先端テクノロジーとを結び付け、ビジ
ネスの変革や社会課題の解決をともに実現していくパートナー。そして、一旦引き受けたら決
して逃げず、最後までしっかりとやり遂げるパートナー。それが、私たちがめざす「Trusted 
Global Innovator」です。

「Trusted」で差別化を実現し、これからの時代を勝ち抜いていきます。
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ここで、当社を理解いただくうえで、当社が手がける皆さんにとって身近なサービスをご紹
介します。

それは当社が提供しているCAFIS（キャフィス）と呼ばれるシステムです。これは、お客様が
クレジットカードを使って買い物をする際に、加盟店やクレジッ トカード会社・金融機関等との
間でその情報をやり取りするためのサービスで、30年以上の実績があります。

以前はクレジットカード決済を行う際、紙の伝票を使って処理していた時代もありましたが、
CAFISの導入により、加盟店はクレジットカード会社ごとにカード読取端末を用意することなく、
1 台の端末でスムーズに処理できるようになりました。その結果、1984年のサービス開始以
降、クレジットカード決済は急速に普及してきました。
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現在、キャッシュレス決済が注目を集めていますが、CAFISが扱う取引の数も増加傾向に
あり、昨年度には月間7億件を突破しました。クレジットカード以外にも様々な新しい決済手
段が登場していますが、そういった新たに増え続ける決済手段やグローバル化にもCAFISが
対応できるように新たな機能・サービスを追加しています。

また、周辺サービスへの対応も行っており、例えば、2017年4月20日開業の商業施設
「GINZA SIX」では、NTTデータが戦略パートナーとしてポイントサービスの企画・設計にも携わ
り、CAFISとの連携を開始しています。ブランドクレジットカードへの対応に加え、CAFISの多通
貨決済サービスも導入しております。

これらのことに加えて、すでに国内にあるほぼ全てのカード会社や金融機関と接続している
メリットも活かし、今後のキャッシュレス決済の普及に貢献していきたいと考えています。
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もうひとつ、最先端技術の活用事例をご紹介します。

「AW3D」は、世界中の陸地の起伏を表現しているデジタル3D地図です。民間の衛星会社
の画像を活用することで、最大で50cmの解像度を実現し、都市エリアを中心とした「建築
物」レベルの細かな起伏の表現が可能となりました。このようなサービスを、AI・ビッグデータ
技術を活用することで短納期・低コストで世界中に提供することができるようになっており、防
災・資源・建設・通信・電力分野等、世界100カ国以上で活用されています。また、現地に
行かずに現地調査を可能とすることから、稼働削減などを通じて、環境負荷低減にも貢献し
ています。

この技術は、「JISA Awards」という、独創性が高く、国際的に通用するシステムの創造者
を表彰する賞で、2018年には最高賞である「Winner」を獲得しています。今後当社は、
AW3Dの自動運転等への活用を視野に、よりスピーディーでリアルタイムなデータの提供を
進め、地理空間情報の利用拡大、市場創出を推し進めていきます。
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最後に、イノベーション創出の取り組みをご紹介します。2015年9月に国連総会で採択さ
れた「持続可能な開発目標（SDGs：Sustainable Development Goals）」に掲げられるように、
世界には様々な困難な課題があります。その解決には企業が国を超えて先進技術や新しい
ビジネスモデルを組み合わせ、これまでにないソリューションを生み出す「オープンイノベー
ション」がより重要となってきています。

当社は、現在世界210都市以上でICTビジネスを推進しています。山積する世界の課題
解決のため、当社の実績やネットワークを生かし、新規ビジネス創発を目的としたオープンイ
ノベーションコンテストを2014年より8回開催してきました。現在、第9回目のコンテストが進
行中であり、18カ国20都市で予選を行い、来年の3月にNTTデータの本社がある豊洲で決
勝戦を行う予定になっています。
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ここまで、当社の概要やビジネスの特徴をお伝えしてきましたが、ここからは中期経営計画
における戦略とその進捗について、ご説明します。
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当社は今年度（2018年度）を最終年度とする中期経営計画に2016年度から取り組んで
います。計画の目標値は、連結売上高2兆円超、調整後連結営業利益額50%増です。営
業利益については、2015年度の実績が1,000億円程度だったので、その50%増の1,500億
円をめざしています。
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それぞれの目標値に対する進捗状況については、国内ビジネスと海外ビジネスが共に持
続的に成長し、売上高は昨年度既に2兆円超えを達成しています。営業利益については今
年度達成できる予想としています。

なお、営業利益の業績予想については調整後の数値となっています。当社が取り組むIT
サービスは非常に技術革新が激しく、厳しい競争もあるため、先を見据えた新規領域への投
資を今年度100億円程度予定しています。今年度の1,520億円はこの100億円の投資額を
除いた後の数字となっています。
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現在の中期経営計画では、NTTデータというブランドを世界でも認知してもらおう、というこ
とを掲げています。具体的な取り組みとして「リマーケティングの更なる深化」と「技術革新に
よる価値創造」を2つの柱としています。それぞれの具体的な内容について次のページ以降
でご説明します。
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1つ目の柱である「リマーケティングの更なる深化」では、「既存市場の更なる拡大」と「新
規市場の創出加速」を軸にマーケットの拡大に取り組んでいます。

「既存市場の更なる拡大」については、例えば現在、当社は地方銀行のお客様向けの基
幹系システムでトップシェアを有していますが、地方銀行同士の経営統合や連携など、積極
的な顧客の変化がある中で当社は更なるシェアアップに向けて取り組んでおり、新たに当社
のシステムを使っていただくお客様が増えています。また、海外でもスペインやオーストラリア
で顧客の状況の変化を捉え、当社の強みを活かすことによって大規模なアウトソーシングビ
ジネスを獲得するなど、成果があがっています。

新規市場の創出としては、IT技術の移り変わりを捉えて各国の特性に応じた成長戦略で
新規ビジネスを創出しています。
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2つ目の柱である「技術革新による価値創造」では、「生産技術の革新」と「最先端技術の
活用」により、お客様と共に新しい仕組みや価値を創造することをめざしています。

「生産技術の革新」については、これまで人手を使って行っていたプログラミングなどに新し
い自動化技術を導入することによって、より早期かつ高品質でシステムを開発できるように
なっています。このことにより、サービスを提供する際のコストを下げることができ、より短い納
期に対応できるようになるなど、競争力の強化につながっています。

「最先端技術の活用」については、当社の親会社であるNTTでは世界に誇れる研究所を
有しており、最先端技術であるAIやIoT等についてはNTTの研究開発成果を活用しています。
また、当社自身も研究開発に取り組み、お客様に合った技術を提供しています。

ただし、最近はその進化が激しく、当社グループの中で技術を磨いているだけではスピー
ティーな技術革新が難しいこともあります。そのため、大学や各パートナー企業、ベンチャー
企業等と連携しており、先ほどご説明した新規領域への投資100億円については、そのよう
な連携にも多く投資しています。

この最先端技術の活用について、事例を2つご紹介します。
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一つ目は、当社とスペインのグループ会社による、海外の事例です。

患者に繋がれたセンサーから送られてくる血圧などの様々なデータを当社のAI技術を利
用してリアルタイムで分析し、2時間後の患者の状況を予測することで、治療や投薬に必要
なタイミングを従来よりも早く医師に知らせるシステムの開発を進め、実証実験を2017年よ
り実施しています。このシステムにより、患者が重篤化する前に治療を開始できるようになり、
早期退院・回復率向上が期待できます。

医療分野ではこの事例の他にも、CT画像を分析して疾病の可能性のある箇所をAIが指
摘するサービスについても実証実験が進んでおり、最先端技術がより質の高い医療に貢献
できる領域が広がってきています。
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二つ目は、NTTグループのテクノロジーを活用した事例をご紹介します。

NTTグループで培われた研究技術をコアとする純国産RPAソリューション「Winactor（ウィン
アクター）」です。RPAは「Robotic Process Automation（ロボティック・プロセス・オートメーショ
ン）」を略した言葉で、オフィス業務の効率化・自動化を実現する仕組みです。例えば、RPA
に任せたい作業をパソコン上で実践して操作手順を覚えさせることにより、次回からその作
業をソフトウェアロボットに代行させることが可能となります。

このように、RPAの普及により業務の負担が大きく減ることが期待されており、少子高齢化
で労働人口の減少が問題となっている現在、RPAを利用した生産性向上は人手不足の問
題を解決する重要な手段です。

2018年8月時点で当社は1,250社のお客様に対して導入し、国内シェアNo.1を獲得して
います。また、このような最先端技術の活用は、お客様だけでなく、自社の働き方変革を推
進することにも繋がります。今後も、様々な業種の様々な案件への最先端技術の適用を進
めていきます。
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次に当社の大きな成長ドライバーの一つである海外事業の戦略と状況について、お話しい
たします。
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まず、世界のITサービス市場の状況についてご説明します。ITサービスの市場規模は、世
界全体では既に100兆円を超える規模であり、年平均成長率は約5%と見込まれています。
一方で日本はその10分の1の10兆円規模であり、成長率としても1%台に過ぎません。この
状況を見ると、なぜ当社が今、更なる成長を求めてグローバル展開に注力しているか、ご理
解いただけるのではないかと思います。

海外で当社が注力している市場は、世界最大の市場である北米と、その次に大きい欧州
で、これらの市場はいずれも4%台と、日本に比べて高い成長率となっています。こうした、日
本よりはるかに規模が大きく、かつ成長している市場で当社のシェアを拡大することで、当社
の成長につなげていきたいと考えています。
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そのような市場環境の中、当社のグローバル展開はご覧のようなステップで進めています。

当社が13年前にグローバル展開を始めた時には、まず多国籍企業を支援できる体制作り
をめざしました。そこでGlobal 1st Stageとしては、カバーしている地域の拡大を目標としまし
た。4年前にはスペインのeverisという会社が仲間に入り、中南米のスペイン語圏も当社の提
供範囲となりました。

そして今、当社はGlobal 2nd Stageとして、グローバルブランドの確立に向けて取り組みを
進めています。目標として連結売上高2兆円超、海外売上高比率が概ね50%となることを掲
げていますが、売上高は既に2兆円を超えており、海外売上高比率は既に40%を超えていま
すので、概ね2nd Stageも到達できてきたと考えています。

更に将来のビジョンとして、2025年頃をターゲットとしたGlobal 3rd Stageを設定しています。
北米や欧州等でビジネスを拡大し、海外売上高比率を更に高めるとともに、売上高でGlobal 
Top5となることをめざし、世界中のお客様に信頼されるイノベーション企業として当社ブランド
を浸透させていきたいと考えています。
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次に、ここまでの海外売上高の推移についてご説明します。資料上にある会社のロゴは各
年度でM&Aを行った主な会社です。ここまで積極的なM&Aにより着実に海外売上高が拡大
してきているのがおわかりいただけると思います。グローバルビジネスへ舵を切った2005年
頃、海外売上高は100億円にも満たない規模でしたが、2017年度には9,000億円を超える
ビジネス規模にまで成長しています。

特に、2016年度にパソコンメーカーとして有名なDellという会社からITサービス部門をM&A
したことで、2017年度に大きく伸びています。このM&Aは売上高の拡大だけでなく様々なメ
リットがありましたが、その点についてはこの後で詳しくご説明します。
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世界のITサービス市場の売上高ランキングについて、2017年の当社のランキングは前年
の9位から一つ順位を上げて8位になっています。世界のトッププレイヤーとしてはIBMや
Accentureが頭一つ抜けている存在となっていますが、4位以下は僅差となっており、当社を
含めてどの会社にもチャンスがあることがおわかりいただけるかと思います。

ただし、各プレイヤーとも成長を続けていますし、移り変わりが激しい市場ですので、引き続
き他社の動向にも注意しながら海外ビジネスの拡大に注力していきます。
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続いて、各国のITサービス市場の規模と、当社の各国シェアおよび順位についてご説明し
ます。当社はグローバルで売上高を拡大するために「各国でシェア2％以上、売上高ランキ
ングトップ10以内」が必要だと考えています。これは過去の経験から、各国でシェアが2%以
上になると概ねその国での売上高ランキングトップ10以内に入ることがわかっており、トップ
10に入れば、その国の政府や大手企業からITサービスの提案機会をいただくことが多くなっ
てくるからです。

2017年の時点で当社がその国の売上高ランキングトップ10以内に入っている国は、日本
に加えてスペイン、イタリアになります。実際に、トップ10に入っているスペイン、イタリアでは
既存のお客様はもちろんのこと、これまでお付き合いの無かった企業からも提案の機会をい
ただくことが増えており、ヨーロッパでの売上高の拡大に大きく貢献しています。

世界最大のITサービス市場である米国での当社ランキングは24位ですので、米国はもちろ
んのこと、市場規模が大きい国を中心に、ランキングの向上をめざしていきます。
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海外売上高拡大のためには、引き続きM&Aが重要な手段の一つだと考えていますが、
M&Aを行う際は重視している観点をご説明します。

一つは、地域の観点です。先ほどご説明したとおり、市場規模が大きいにもかかわらず、当
社の市場シェアが2%に届いていない地域については、その国での存在感を高める狙いで
M&Aを考えていきたいと思っています。二つ目は、サービスの幅です。最適なシステムをご
提案するコンサルティングから始まり、実際にシステムを開発して、そのシステムを保守・運
用するという一連の流れを提供できるよう、不足している能力を獲得していきます。三つ目は、
サービスの質です。様々なサービスをどの地域でも同じように提供できるようにするという観
点と、自動車業界や金融分野といった業界特化型のソリューションをより強化したいという観
点があります。

そしてこれらに加えて、何より重要視しているのが、NTTデータグループと共通の価値観を
もっている会社かどうかという点です。現地で良いお客様、良い従業員を持っているような会
社・経営者に仲間に加わってもらうため、当社と同じようなビジネス文化を持つ企業をしっか
りと選定しながら、ビジネスを拡大しています。
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M&Aの取り組み事例として、2016年に北米で実施したDellグループのサービス部門の譲り
受け事例をご紹介します。

まず業種割合で見ると、それまで当社の北米事業におけるヘルスケア領域が占める割合
は13%程度でしたが、病院等のお客様とのビジネスが増えたことでヘルスケア領域が拡充さ
れ、北米事業の業種割合はよりバランスが取れたものになりました。また、大口顧客の数の
面では、年間約50百万ドル以上の取引がある顧客の数が5社から16社に増えています。大
口顧客を多く持つことは、安定的な売上を維持するために非常に重要なことなので、これが
大きく増加したことは大きなメリットでした。

更に、サービスの割合で見ても、これまでのシステム開発に加え、BPO（ビジネスプロセスア
ウトソーシング）やITO（ITアウトソーシング）といった、お客様の業務の一部を受託するようなビ
ジネスが拡大し、バランスのよいものとなりました。

このように、M&Aは単に売上高を拡大するだけでなく、様々な面で不足している部分を強
化するための有効な手段となっています。
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先ほど、M&Aを行う際の観点で、各地域で同じようにサービスを提供できるようにすること
が重要だとお話ししましたが、その一例として、北米・ヨーロッパ・アジアが連携し、ドイツの大
手自動車メーカーから大型案件を受注した事例をご紹介します。

この案件は、当社のグローバル規模での自動車業界における実績が評価され、システム
の開発・運用・保守における戦略パートナーとして複数年契約を受注したものです。お客様
窓口である当社のドイツ拠点と、北米、インド、トルコにあるサービスセンターが連携し、25カ
国・30拠点における70,000ユーザーへの高品質なサービス提供を実現しています。

大型案件を受注するためには、世界各地に拠点を持つこと、かつお客さまへのサービス提
供力を向上させることが不可欠です。
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ここまでご説明してきた通り、海外事業は売上高拡大の面で着実に成果が出てきています
が、一方で、利益率の向上が今後の課題だと認識しています。

国内事業の営業利益率は10%弱であるのに対して、海外事業の実力値ベースの利益率
であるEBITAマージンという指標で見ると、直近3年間の利益率は5%程度で推移しています。
これからは売上高の更なる拡大と平行して、コスト効率化などによって利益率も高めていき
たいと考えています。
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続いて、ESGへの当社の取り組みについてご説明いたします。
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近年、ESGと呼ばれる環境・社会・ガバナンスの軸で、企業の社会との関わりを評価する
動きが高まってきています。

当社は、「情報技術で、新しい「しくみ」や「価値」を創造し、より豊かで調和のとれた社会の
実現に貢献する」という企業理念に基づき、社会・環境課題にも配意した事業活動を行うこ
とにより、持続的な企業価値の向上に努めています。当社のビジネス内容は顧客や社会が
抱える課題をITサービスを使って解決するものであり、今注目を集めている環境・社会への
取り組みは当社のビジネス内容と元々、親和性が高いものであるということが言えると思いま
す。

当社は、持続的な成長に向けた重点テーマとして、安定的で質の高いサービスを提供す
るために必要となる「人財マネジメント」、それから「社会課題を解決するサービス提供」、3つ
目として環境負荷低減に配慮したサービスの提供や自社の事業運営を行なう「環境マネジ
メント」を掲げています。
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具体的には、まず人財について、進化が著しいIT業界において顧客の要望や最新の技術
をつかみ、革新的な進歩を続けるためには、多様かつ優秀な人財が欠かせません。優秀な
人財を採用することはもちろん、多様性を重んじるダイバーシティ経営や、女性活躍の推進、
働き方変革への取り組みなどを通じて、高度なプロフェッショナル人財の増加をめざしていま
す。2017年度には、経済産業省から日本企業の中でダイバーシティ先進企業2社のみに贈
られる「100選プライム」を受賞しました。

また、社会課題を解決できる多様なサービスの提供にも注力しています。冒頭にご説明し
たAW3Dはまさに社会課題を解決するサービスの好例と言えます。

環境の面では、事業運営の環境負荷低減に努めています。例えば、最新鋭の設備を備え
た「三鷹データセンターEAST」を2018年4月にサービス開始しましたが、このデータセンター
は冷却効率の向上や自然エネルギーを活用した外気冷却方式の採用により、全国でもトッ
プクラスの電力使用効率となっています。
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このような当社グループのESGに対する取り組みは、国内外の調査機関から高い評価をい
ただいており、複数のESGインデックスの構成銘柄に選定されています。

特に左上にあるDow Jones Sustainability Indicesについては、最高位である“World 
Index”に選定されており、さらにその選定銘柄に入っているITサービス業界の会社の中でも、
全世界で2位のランキングと、非常に高い評価を頂いております。今後もESGに配意した経
営を行うことにより、持続的な企業価値の向上に努めていきます。
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最後に、当社の株主様への還元・配当についての考え方をご説明いたします。
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まず、配当ポリシーについてご説明いたします。

年によって変動はありますが、創出したキャッシュに対して中長期に安定した配当水準を
維持しており、今期は一株あたり17円、総額では240億円弱の配当を計画しております。5
年平均の創出キャッシュは増加しており、今後もその傾向を維持し、配当も増額できるように
経営して参りたいと思います。

なお、残りの500億円強については、当社の業種は成熟産業ではなく、引き続き成長可能
な産業と認識しておりますので、将来、当社がより多くの利益を生み出すことができるように
M&A等の投資に充当していく方針です。
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続いて、当社の財務基盤の健全性についてご説明します。

当社の有利子負債と株主資本の割合、いわゆるD/Eレシオは一定の水準範囲内であり、
その結果、格付会社から比較的高い格付を頂戴しており、財務が健全な安定した会社との
評価を受けています。当社は官庁や金融機関、大企業などから場合によっては8年というよ
うな長期のプロジェクトやサービスの契約を多く頂戴しています。お客様にとって長期の契約
を締結する相手が財務上健全な会社であることは必須ですので、これは当社の基盤ビジネ
スを維持するために重要なことです。

そのため、格付けについても維持したいと考えており、借入と自己資本の割合に配慮しな
がら、D/Eレシオが悪化しないように経営していきたいと考えています。
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また、既にご存知の方も多いかと思いますが、2017年7月には当社株式の分割を実施し
ました。5分割することにより最低投資金額が5分の１になりましたので、より多くの個人投資
家の皆様に投資していただきやすい環境を整えられたと考えています。
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株価の推移は、TOPIXを上回る水準で推移しています。

本日ご説明した戦略を確実に推し進め、各国でのビジネス規模拡大と利益率改善を進め
ていくことで、今後とも皆様にご評価いただける経営に取り組んでいきたいと考えています。
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以上で私からのご説明を終わります。

まだまだ成長していくNTTデータに、引き続き、ご関心を持って頂ければと思います。

ご清聴ありがとうございました。

42


