
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、当社の事業内容や強みについてご紹介した後に、今年５月に公表した新中期経営計
画を中心とした成長戦略についてご説明し、最後に株主還元の考え方についてお伝えできれば
と思います。
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それでは早速、当社のご紹介からご説明していきたいと思います。
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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。ご覧の通り、NTTグループには
様々な会社があります。

NTTドコモ、NTT東日本・西日本、NTTコミュニケーションズ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。これらは、テレコミュニティや通信の
分野を中心としている会社であり、ICTでいうと「C」のCommunicationを得意としています。

一方、NTTデータはICTでいうと、主に「IT」を中心にビジネス展開をする会社です。当社は、主
に公的機関、金融機関、企業をお客様としてサービスを提供していますが、急速なIT技術の普
及に伴い、お客様が使う業務用のシステムも大規模かつ多様なものになっています。当社は、
それらを構築してお客様に提供する会社であり、AIやIoTといった最先端のIT技術も駆使しなが
ら、システムを統合的に作り上げるプロフェッショナルであるとご理解いただければと思います。

また、NTTには、グループ全体の経営戦略を担うことに加え、基礎的な研究開発を行うことが
法律で義務づけられています。かつては電話やネットワークを中心としたテレコミュニティや通信
の分野の研究開発が盛んにおこなわれていましたが、近年はAIやIoTに代表される最先端技術
の研究開発も盛んであり、NTTグループの中で当社の重要性がますます大きくなっていきている
と感じています。このようなグループ全体の研究開発の成果を活用しながら当社はビジネスを推
進しており、これはNTTグループに所属する大きなメリットの1つでもあります。
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次に、当社の事業をもう少し詳細にご説明します。

当社が手掛けるサービスには、さまざまな種類があります。主なものとしては、「お客様のビジネ
スを共に考え、あるべきITシステムの構想を策定するコンサルティング」「お客様からご依頼を受
けてシステムを個別に作りこむシステム開発」「自らシステムを企画・構築・保有し、サービスとし
てお客様にご利用いただく企画型サービス」「ITに関する運用維持業務をお客様に代わって引き
受けるアウトソーシング」などが挙げられます。

また、これらのサービスを提供するにあたっては多くの外部パートナーの力を活用する必要が
あります。当社は中立的な立場からあらゆる選択肢を検証し、お客様の事業の発展にとって最
も良いITサービスを作り上げ、世界中で提供している会社です。

お客様の事業の発展に貢献するサービスを提供するには、いわゆる一回一回の売り切り型の
ビジネスではなく、お客様の業務に精通し、長期にわたった信頼関係を構築していくことが重要
になります。お客様と共にビジネスを生み出し、共に成長させていくパートナーになることが当社
のめざす姿です。

実はこれが、当社の独自性にもなっています。個人投資家の皆様は、IT関連企業といえば
「Google」や「Amazon」などを一番に連想されるのではないでしょうか。これらの会社は汎用的で
便利なITサービスをグローバルに展開しています。一方で当社は、個別のお客様のビジネスに寄
り添い、それぞれに最適なシステムを提供しているという点で大きく異なるといえます。
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そういった個別のお客様によりそったサービスを提供し、長期にわたる揺るぎない信頼関係を
構築するには、ITサービスのライフサイクル全体に責任を持つことが重要だと考えています。

左側に当社の共通の価値提供モデルを示していますが、これはお客様の未来のニーズや新
技術の目利きを行い、お客様に最適なITシステムを企画提案して確実につくりこみ、提供後もお
客様の活用をサポートしていくというものです。このサイクルを何度も回し続けることで、お客様に
「信頼」という価値を提供しています。

当社は既に全世界で事業を展開していますが、この「Trusted（信頼）」という提供価値こそが
グローバル市場における差別化要素であり、企業価値を持続的に高めていくための当社の道筋
であると考えています。

なお、全世界に多くの拠点と従業員を持ち、グローバルにITサービスを提供していること自体
が、特に日系のITサービス関連企業に比べて大きな競争優位性となっており、当社の強みの一
つになっています。
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これまでご説明してきた通り、当社は創立以来お客様第一主義を守り続けてきました。

その姿勢に基づく、お客様との「長期にわたる揺るぎない信頼関係」こそが、NTTデータの強み
となっています。

昨年の5月、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。

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でありたいと考えてい
ます。

「Trust」で差別化を実現し、これからの時代を勝ち抜いていきたいと考えています。
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ここで、当社が提供しているサービスのうち、皆さんにとって特に身近なものをいくつかご紹介し
ます。

1つ目は「統合ATMスイッチングサービス」です。

例えば、緊急に現金が必要となった時など、他の銀行のATMやコンビニエンスストアに設置さ
れたATMを使って自分の銀行口座からお金を引き出したことはないでしょうか。その際には金融
機関を跨いだ情報のやりとりが必要となります。統合ATMスイッチングサービスは都市銀行、地
域金融機関、ネット専業銀行などのあらゆる金融機関を接続し、こうしたATMの取引を実現する
国内唯一のサービスです。

皆さんがATMを使われる際にこの当社のサービスの事を意識されることはおそらく無いかと思
いますが、実はこのサービスが長年、金融インフラとして皆さんの日々の生活の利便性向上に役
に立っています。
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身近な事例の2つ目は、キャッシュレス決済の総合的なプラットフォームである「CAFIS（キャ
フィス）」です。

皆さまがクレジットカードを使って買い物をされる際に、店頭にある端末で手続きをされていると
思いますが、その情報はカードを利用した店舗とクレジッ トカード会社の間を瞬時に伝送していま
す。それらの情報をやり取りするシステムが、1984年にサービスを開始したCAFISです。

情報をやり取りする際には巨大なネットワークが必要になりますが、特定の会社や金融機関が
新たにネットワークを構築するとなると、極めて大きな投資が必要になります。そこで当社の
CAFISは、あらかじめあらゆる金融機関やクレジットカード会社等を結ぶ巨大なネットワークを構築
しておき、これから参加するプレイヤーには利用してもらうだけでよい、というサービスを提供して
います。また、様々なカード読み取り端末を１つにまとめることで、スムーズな支払いを実現する
ことにも貢献しています。

これらの取り組みもあり、クレジットカード決済は広く普及してきました。
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こちらのグラフはCAFISの月間処理件数の推移を表したものですが、順調にその件数が伸びて
いることがおわかりいただけるかと思います。

現在、QRコード決済などクレジットカード以外の決済手段も大きな注目を集めていますが、その
ような取引にもCAFISは対応しており、今年3月のCAFISの月間処理件数は8億件を上回りまし
た。

10月の消費税率引き上げに伴い、国主導の「キャッシュレス・消費者還元事業」が開始されて
います。また、先日のラグビーワールドカップの開催をはじめ、2020年の東京オリンピック・パラリ
ンピック、2025年の大阪・関西万博といった世界的イベントが日本で開催され、日本を訪れる外
国人の需要も高まっていきます。これらの事業や世界的イベントは、当社のCAFISビジネスにとっ
てプラスの効果になると考えており、今後も処理件数が順調に増加することが期待できると考え
ています。

キャッシュレス市場はこれからも新しい決済手段が登場するなど、非常に変化が激しい市場で
すので、当社としても引き続き新しい機能を追加し、CAFISを成長させていきたいと考えていま
す。
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さて、ここまでご説明してきたようなITサービス事業を手掛けている当社ですが、その事業規模
についてご説明します。

こちらは、当社の売上高の推移です。

当社は1988年の創立以来、30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、創立当初は、当社がNTTを出身母体とすることから、公共や金融分野の公共性の高い
ビジネス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、製造業等のシステム子会社を買収し、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。グラフを見ても、国内グループ会社の売上高が
2000年頃から増加しているのがおわかりいただけるかと思います。これが第二ステップです。

次の転機は2005年頃です。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、成長率も高いことを踏まえ、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、2018
年度には2兆1,000億円を超えるまでに成長しています。
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ここで国内と海外に分けて、現在のランキングやシェアについてお話しします。

まずは国内について、当社が設立当初から強みを持つ公共・社会基盤市場や金融市場で特に
高いシェアとなっています。

公共・社会基盤市場はランキングが2位、シェアは13%。金融市場は1位となっており、シェアは
15%を超えています。

一方で、市場規模が最も大きな法人市場では5位、シェアは5%程度です。先ほどご説明したと
おり、法人市場に対しては2000年ごろから本格的に注力し始めましたが、流通業や製造業向け
を中心に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。

12



次に海外の国別の順位やシェアについて、こちらにお示ししています。

日本に加えて、スペインやイタリア、トルコ、チリでも当社は高いシェアを誇っており、順位も10位
以内にランクしています。これらの国では、シェアの高まりに伴って政府機関やグローバル企業等
への提案機会が増えてきており、高いシェアが新たな機会をもたらす好循環が生まれています。

一方、市場規模が世界1位のアメリカは、当社の売上高はかなり大きいのですが、シェアの面で
はまだまだ拡大する余地があると考えています。
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海外ビジネスの拡大に関連して、今後どこをめざしているかについて、もう少し詳しくご説明した
いと思います。

先ほどご説明した通り、当社は2005年ごろから海外ビジネスを加速させてきましたが、その第
一ステージとして、まずはカバーしている地域の拡大をめざしました。世界各地でM&Aを行い、5
年前にスペインのeverisという会社が仲間に入ったことで中南米のスペイン語圏も当社の提供
範囲となり、2015年にGlobal 1st Stageに到達することができました。この間、連結売上高は0.8
兆円から1.6兆円へと、大きく成長しました。

次に当社はグローバルブランドの確立に向けた取り組みを進めました。その際の目標としていた
連結売上高２兆円を昨年度大きく上回り、海外売上高比率も概ね50%となったことから、2nd

Stageも達成できたと考えています。この3年間においても売上高を大きく拡大し、飛躍的な成長
を遂げることができました。

そして今、当社はGlobal 3rd Stage到達に向けた前進を開始しています。そこでは「信頼される
ブランドの浸透」をめざします。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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ここまで、当社の事業内容や強みをご紹介してきましたが、ここからは今年度から始まった新
中期経営計画を中心に、当社の成長戦略についてご説明いたします。
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先ほどご説明したGlobal 3rd Stageの達成に向け、今年度から開始した3年間の「新中期経営
計画」は非常に重要です。こちらにその全体像をお示ししています。

まず定量的な目標ですが、経営目標として連結売上高は2018年度実績から3,400億円程度
プラスした2.5兆円を目標としています。

また、収益性の面では連結営業利益率8%をめざします。特に海外事業については収益性改
善が重要な経営課題となっていますので、売上高の拡大は継続しつつ、収益性も改善させてい
くことを明確にするために海外EBITA率を2018年度の3%程度の水準から7%まで改善するという
目標も設定しました。なお、海外EBITA率とはM&Aに伴う特殊影響を除いた、海外事業の実力
値ベースの利益率を表す数字であるとご理解ください。

定量的目標達成のためには、お客様への提供価値を最大化する必要がありますが、そのため
の戦略はご覧の通りです。

それでは、ここからは各戦略と、戦略を支える「変わらぬ信念」についてお話していきます。
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まず、戦略１についてです。

これはグローバル一体で徹底的に強みを磨くための戦略であり、グローバルで戦うための武器
づくりと戦い方のレベルアップを意味します。

前中期経営計画までは、各地域単位で、地域特性に応じた戦略に基づき事業を運営してき
ました。しかし、Global 3rd Stageの達成に向けて更なる成長を実現するためには、グローバル
一体となった強みづくりが必要だと考えています。

そのため、まずグローバルで積極的に投資を行っていくターゲットを、グローバルで当社の強み
を発揮しやすい産業に絞りました。それが、現時点ではこの5つの産業です。また、その投資は
戦う武器としての新しい技術に行います。技術領域もこの6つに絞りました。

そして、その組み合わせで当社独自の強みとなるような「武器」を創り、グローバルに展開して
いきます。

それでは、戦略１について具体的にイメージいただくため、事例を３つご紹介します。
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１つ目は「AI画像診断支援ソリューション」です。注力領域でいうと「ヘルスケア」×「データ分
析」に注力した事例になります。

これはもともと米国での豊富な医療データを元に開発したAI技術を日本の医科大学で検証を
行い、日本でも有効と確認できたものです。

今後、国や地域の違いに対応するために、継続して複数の国で技術を磨き上げつつ、海外グ
ループ会社を中心としてグローバル展開を進めていきたいと考えています。
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２つ目は「パーソナル投薬ソリューション」です。注力領域でいうと「ヘルスケア」×「IoT」に注力
した事例になり、スペインのeverisというNTTデータグループの会社と取り組みを進めています。

そこでは、先進的な皮膚パッチ型IoTを用いて、患者の血圧、呼吸数などのデータや薬の血中
濃度をリアルタイムに取得し、そのデータに基づき最適な投薬タイミングや投薬量を判断する技
術を開発しています。

最適な投薬タイミング・量には個人差があり、薬によっては適量を超えると中毒症状を引き起
こす危険性がありますが、技術の進化によりリアルタイムにデータが取得できるようになったた
め、個人に最適化した投薬の判断が可能となってきています。

まだ、開発段階にあるこの技術ですが、今後もこのような最先端技術への取り組みを加速して
いきます。
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３つ目は「レジ無しデジタル店舗出店サービス」です。注力領域でいうと「小売」×「顧客体験」
に注力した事例になります。

これは、QRコードをかざして入店することで、手に取った商品をレジでの支払い無しで、そのま
ま持ち帰るだけで決済が自動的に行われる店舗の実現を支援するサービスです。

このサービスでは、当社がオムニチャネルやECサイト等のソリューションの提供を通じて培って
きたノウハウを活かし、消費者の購買体験をデザインするという構想を進める中で、国内の小売
業界で社会課題となっている店舗運営の省力化を、店舗のデジタル化により実現するもので
す。これにより、消費者は、レジでの支払いのストレスが軽減されるだけではなく、便利でお得な
購買体験が得られます。店舗側にとっては、業務効率化やレジ待ち時間の解消による購買機
会の最大化を図ることに加え、消費者の店内動線やアクションをデータで把握することで、拡販
チャンスの獲得、店舗設計やマーケティングへの活用等が可能となります。
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次に戦略２になります。こちらは冒頭の「当社の強み」としてもご説明しましたが、新中期経営計
画においても戦略に落とし込んでいます。

お客様の未来のニーズや新技術の「目利き」を行い、お客様に最適なITシステムを「企画」し、
「つくり」こみ、提供後もお客様の「活用」をサポートしていくという当社の共通の価値提供モデル
「4D Value Cycle」を、地域ごとに異なる市場特性や当社の強みに合わせて回し続けることで、
お客様への価値提供を更に深化させていくという戦略です。

新しい技術が次々と出てくる中で、未来を予測した上で、お客様のビジネス発展に最適な技術
を「目利き」することがポイントとなります。

このようにITサービスのライフサイクル全体に責任を持ち、個別のお客様によりそったサービス
を提供することで、お客様との長期にわたる揺るぎない信頼関係を構築していきます。
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次に戦略３です。

これは、グローバルで社員の力を高めて組織力を最大化するための戦略です。

具体的には、「社員のプロフェッショナリティ最大化」として、全社員のデジタル対応力やグロー
バル対応力を高めていくとともに、社員一人一人の自己実現のための制度設計を行っていきま
す。

「デジタルを活用した働き方の変革」として、グローバルで知見やノウハウを共有できる最先端
の仕組みを導入し、社内連携を推進します。また、引き続き生産技術を磨くことで更なる生産性
の向上をめざしていきます。

「適切なガバナンス態勢の構築」としては、グローバル全体でリスクマネジメント体制を強化して
いくとともに、不採算案件の抑止に取り組んでいきます。
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４つめは「NTTグループ連携の強化」です。

まず、先進領域における連携を強化します。世界トップクラスの技術力を持つNTTの研究開発
の成果をグローバルで活用し、当社が提供するソリューションを高度化させていきます。

また、各地域における連携として、NTTグループ内の各社が得意とする領域や地域においてク
ロスセルを増やしていきます。

さらに、NTTグループ全体の調達集約によるコスト削減など、スケールメリットを活かした連携も
進めていきます。
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ここで先進領域における、NTTグループの連携の事例をご紹介します。

NTTが開発したAI技術「corevo（コレボ）」は、不均質なデータや希少なデータであっても、高精
度な分析が可能です。

当社はこの技術を応用し、検診データをもとにして将来の生活習慣病の発症確率を予測する
ことに成功しました。生活習慣病による医療費の増大は社会問題となっており、発症予防に向け
た個人の生活習慣の改善や健康リスクの把握が求められています。今後、保険会社での商品
開発や保険加入時の査定、加入後の健康改善等における有効性を検証し、当技術を活用した
保険会社向けサービスの開始をめざしています。
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ここまで「変える勇気」についてご説明してきましたが、その戦略・取り組みを支える「変わらぬ
信念」についてご説明します。

NTTデータグループの企業理念は、「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。 」です。これは当社の設立時からのDNAとも言えるもの
です。

近年、社会課題へのグローバルな対応が企業に求められており、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。

当社においては、先ほどの企業理念にもある通り、事業そのものがお客様や社会の抱える課
題をITの力で解決するものです。技術が飛躍的に発展している中、私たちへの期待はますます
高まってきていると感じています。

こうした考えのもと、新中期経営計画では「NTTデータのESG経営」として、ESGに対する当社の
考え方を明確にし、経営戦略に織り込みました。

当社は、お客様との長期的な信頼関係に基づいて、お客様や社会が持続的に発展していくた
めのソリューションを提供し続けていくとともに、人財育成や働き方改革、多様性の尊重等に配
慮した企業活動を行うことによって、当社の企業価値を持続的に向上させていきたいと考えてい
ます。

これが当社の「変わらぬ信念」です。
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当社は持続的な成長に向け、 NTTデータのESG経営における12のCSR重要課題を選定しま
した。事業を通じた社会貢献と、当社自身の企業活動を通じた社会貢献の両面から取り組みを
進めています。

この12個のCSR重要課題は、当社が考える社内外にインパクトを与える60の課題のうち、「社
会にとっての重要性」「NTTデータグループにとっての重要性」の2つの評価観点から特に重要な
ものを抽出したものです。

重要課題の策定に際しては、特に「事業を通じた社会貢献」を意識しています。NTT データの
企業活動そのものが社会貢献となるケースもありますが、当社を取り巻く環境においては当社の
事業を通じてお客様の社会貢献を支えることがより重要であると位置付け、12 のCSR重要課題
のすべてについて事業を通じた社会貢献も意識することとしました。

今後もステークホルダーからの信頼と期待に、事業と企業活動を通じて応え、ESG 経営を着
実に深化させていきます。
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重要課題の1つである「先進技術等を活用した社会インフラ、業態別ソリューション等の提供」
について、事例をご紹介します。

ご覧のWinActorは、NTTグループで研究・開発し、これまで難しいとされていたオフィス業務の
効率化・自動化を実現する仕組みです。例えば、任せたい単純作業をパソコン上で実践して
WinActorに操作手順を覚えさせることにより、次回からその作業をWinActorに代行させることが
可能となります。WinActorは人間とは違い、24時間フル稼働することができ、疲労もミスもゼロで
す。お客様によっては、人件費が1/10になったというケースもあり、人手不足対策に大きな効果
が出ています。このWinActorは既に約4,000社もの企業や団体に導入されており、IDC Japanな
どの調査において、国内市場シェア1位のソリューションになっています。

少子高齢化による労働人口の減少といった社会課題を解決しつつ、当社の事業規模の拡大
に貢献する、このような事業への取り組みを今後も加速していきたいと考えています。
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28

なお、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、多くのESGインデックスの構成銘柄に選定されています。

特に上段に示している「Dow Jones Sustainability Indices」は、経済・環境・社会の3つの側面
から企業の持続可能性を評価するもので、当社は最高ランクである“World Index”に選定されて
おり、非常に高い評価を頂いております。また、Robeco SAMによるSustainability Awardにおい
ても、最高位のGold Classの評価をいただいています。

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。



最後に、当社の株主還元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します。

当社は創出したキャッシュに対して中長期的に安定した割合で配当することを重視しており、
今期は前期から１円増配の一株あたり１８円の配当を予定しています。

スライドに青い折れ線グラフでお示ししている通り、５年平均のキャッシュ・フローは長期的に増
加傾向にあります。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いきたいと考えて
います。

なお、当社はまだまだ成長段階にあると考えていますので、残りのキャッシュについては将来
創出するキャッシュ・フローの拡大に向けて、Ｍ＆Ａなどの成長投資に充当していく方針です。
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つづいて、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レシオはご覧の通り一定の水準内で推
移しています。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できる相手が財務上
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。

一方で、一層の成長のためには引き続きＭ＆Ａ等の成長投資が必要と考えておりますが、そ
のための資金としては借入や起債などによる外部調達と、自社のビジネスにより創出したキャッ
シュ等を組み合わせ、Ｄ／Ｅレシオが極端に悪化しないように配慮していきたいと考えています。
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最後に、当社株価の推移については、ご覧の通り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、ビジネスの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参り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。
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