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主な海外拠点
NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C.
830 Third Avenue, 3rd Fl., New York, 
NY 10022, U.S.A.
Telephone: +1-212-520-8270
Facsimile: +1-212-355-0357

NTT DATA AgileNet L.L.C.
4005 Miranda Avenue, Suite 150,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
Telephone: +1-650-687-0635
Facsimile: +1-650-687-0645

M.I.S.I. Co., Ltd.
830 Third Avenue, 3rd Fl.,
New York, NY 10022, U.S.A.
Telephone: +1-212-355-5585
Facsimile: +1-212-355-0357

The Revere Group, Limited
325 North LaSalle Street Suite 325,
Chicago, IL 60610, U.S.A.
Telephone: +1-312-873-3400
Facsimile: +1-312-873-3500

北京NTT DATA系統集成有限公司
北京市海淀区中関村大街27号中関村大厦12階
Telephone: +86-10-8285-6466
Facsimile: +86-10-8285-6488

深 東洋網藍軟件服務有限公司
広東省深 市南山区高新技術産業園南一路思創科技大厦2階
Telephone: +86-755-26982133
Facsimile: +86-755-26982199

NTT DATA Asia Company Limited
7th Floor, 946 Dusit Thani Building, Rama 4 Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Telephone: +66-2636-2772
Facsimile: +66-2636-2770

NTT DATA Malaysia Sdn. Bhd.
18th Floor, UBN Tower, No.10, Jalan P. Ramlee, 
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Telephone: +60-3-2026-4112
Facsimile: +60-3-2026-4118

NTT DATA Vietnam Company Limited
Room 403, V-Tower, 649 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, SR.
Vietnam
Telephone: +84-4-766-7973
Facsimile: +84-4-766-7974

Vertex Software Pvt.Ltd.
A 5th & 6th Floor, AG Technology Park, Server Space, Survey
No.127/1A, Plot No.8, Off ITI Road, Aundh, Pune 411007,
Maharashtra, India
Telephone: +91-20-66041-500
Facsimile: +91-20-66041-621

itelligence AG
Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Germany
Telephone: +49 (0)5 21/9 14 48-0
Facsimile: +49 (0)5 21/9 14 45-100

NTTデータはインターネット上のホームページで情報を提供しています。
URLアドレスは日本語 http://www.nttdata.co.jp/

英語 http://www.nttdata.co.jp/en/index.html
このアニュアルレポートに掲載されているサービス及び商品などは、（株）NTTデータあるいは、各社の登録商標または商標です。

（注）当社からの出向者を含めず、当社への出向者を含めて記載しています。
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見通しに関する注意事項
本アニュアルレポートには、NTTデータグループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これら
の記述は過去の事実ではなく、当社グループが現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び確信に基づく見込みです。また、経済動向、情報
サービス産業における激しい競争、市場需要、税制や諸制度等にかかるリスクや不確実性を際限なく含んでいます。したがって、これらの業績見通
しのみに過度に依存されないようお願いいたします。実際の業績は当社グループの見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。

（注）このアニュアルレポートに記載のグラフや表における年度表記については、特に記載のない限り、「’08」及び「2008」は2008年3月期を示しています。
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NTTデータにとって質的成長とは

今から20年前の1988年、NTTデータが発足する際に、

私たち自身の業態をどのように言い表すか、を研究しました。

そして、当時はまだなじみの薄かった、“システムインテグレータ”という言葉を、

自らの進むべき方向を示すという意味も込めて選んだのです。

このように、1967年に「日本電信電話公社データ通信本部」として産声をあげた

「第一の創業」に次ぐ、「第二の創業」は、

私たちにとって非常に大きな変革であったのです。

そして、今お客様が私たちに求めている役割は、この言葉に込めた意味合いを超え、

更に踏み込んだものになりつつあります。

私たちが掲げる「第三の創業」は、お客様、そして社会に更なる変革をもたらすために

私たち自身が生まれ変わることなのです。

Next Leap in Innovation

量から質への転換

営
業
利
益
率



・  NT Tグループの中立性による社会インフラシステム、業界（標準）
共同利用システムの構築力

・  ナショナルプロジェクトなど超大規模システムの構築実績
・  メインコントラクターとして多数のベンダを統率できるプロジェク
ト管理能力

・  ハードウェアによらないマルチベンダでのシステム構築力
・  コンサルティングから運用・保全までフルラインでのサービス提供

・  ANSER/CAFISなど決済系ビジネスでの圧倒的な競争力
・  ASP、セキュリティ、データセンタ事業等をフルラインでサービス
展開

・  システム構築能力、IT戦略立案ノウハウに基づくシステムコンサル
ティング力
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戦略立案

セグメント 売上構成 事業内容 主な類似企業 サービス提供形態 当　社　の　特　徴

システム企画
システム開発
サービス

サービス
プロバイダ

システムコンサル
ティングサービス

システムサポートサービス

ITパートナー事業

システム設計・建設

運用・保全

決済系
ネットワーク

IDC/ASP等

コンサルティング

運用・保全

・EDS
・CSC
・Accenture
・IBM Global 
  Services
・Unisys

71%

6%

23%
・  大規模システムで培った運用・保全ノウハウ
・  全国220ヵ所以上のサポート拠点

・  ITを活用した新しいビジネスモデル創造力
・  顧客企業とのパートナーシップ構築力

（決済系）
・類似なし

 （IDC/ASP）
・AOL

・Accenture
・KPMG
・IBM BCS

※ 売上構成は2008年3月期実績

2

中立性 技術力・信頼性 先見性

・ 社会インフラシステム、業界（標準）
共同利用システムの構築

・ ハードウェアによらないマルチベンダ
技術

・ ナショナルプロジェクト等の超大
規模システム構築実績

・ 実績に培われた技術力
・ 業界内で群を抜く財務基盤

・ 業界横断的なビジネス展開から、
ITを活用した新しいビジネスモデ
ルの創出（ITパートナーによる事業
拡大）

・ 積極的なR&D

社会基盤インフラ（中央省庁向け大規模システム）

全国規模インフラ（全国銀行データ通信システム）
業界横断型インフラ（統合ATMネットワークシステム）等

＞＞ 実例

世界最大規模のミッションクリティカルクライアントサーバーシステム
（NTTドコモiモードゲートウェイシステム）等

公共料金・税金等の決済ネットワーク（マルチペイメントネットワーク）
総合決済ネットワーク（ANSER、CAFIS）等

2

NTT DATA in Miniature

＞＞ NTTデータの強み
NTTデータは、社会インフラ等の大型システム構築に強みを発揮する、日本最大の専業システムインテグレータです。

NTTデータは、お客様に対してITを通じて変革をもたらす企業として、お客様満足度No.1を追求しています。

＞＞ 変革のクロニクル

1967年 日本電信電話公社にデータ通信本部設置
1981年 超大型コンピュータDIPS-11モデル45開発
1985年 日本電信電話（株）（NTT）発足

データ通信本部からデータ通信事業本部へ改組

1988年 NTTデータ通信（株）として、NTTより分社・独立
1990年 システムインテグレータの登録認定
1992年 本社所在地を東京都江東区豊洲に移転

米国M.I.S.I. Co., Ltd. 買収
1993年 1993年度デミング賞実施賞受賞
1995年 東京証券取引所市場第二部上場
1996年 東京証券取引所市場第一部指定

第二の創業

＞＞ ビジネス構造

第一の創業
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1998年 （株）NTTデータに社名変更
「ISO9001」認証取得

1999年 「ISO14001」認証取得

2001年 情報セキュリティ管理の国際規格「BS7799」の
認証を国内で初めて取得

2005年 米国The Revere Group, Limitedを子会社化
2007年 連結売上高1兆円を達成

中期経営の3ヵ年スタート

2008年 ドイツitelligence AGを子会社化

創立20周年

量（売上高）から質（仕事のやり方・価値創造ビジネス）への転換

『̶変革の先進企業』へ̶

※売上高については、ITサービス産業並みの市場成長率を目指す

増 収 増 益

売上高営業利益率　10% 〈2010年3月期〉

中期経営方針

中期経営目標

お客様満足度No.1の追求

＜基本的な考え方＞

■ 量（売上高）から質（利益率）への転換

■ 創造力を発揮し、改善とイノベーションを実行

増収を維持しつつ収益性向上に軸足を移す

＜中期経営のキーワード＞
■営業・開発プロセスの変革 ■グループ経営の効率的な推進 

■低採算ビジネスの見直し ■成長エンジン ■人財育成

（%）
配当性向（連結）

04/3 05/3 06/3 07/3 09/3
（予想）

08/3

50

40

30

20

0

10

（円）
1株当たり年間配当金

0

2,000

4,000

6,000

8,000

20.9

29.928.0

27.7 31.2

46.1

04/3 05/3 06/3 07/3 09/3
（予想）

08/3

2,000 2,000

3,000

5,000 5,000
6,000

＞＞ 株主還元

＞＞ 中期経営（2008年3月期～2010年3月期）

第三の創業



連結財務数値の推移

（注）便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しています。

4

00年4月
米国支店を現地法人化、
併せて米国持株会社を設立
⇒日系グローバル企業の
サポートを展開

02年4月
機構改革により、「公共」「金融」「法人」のユニット制を導入

02年8月
（株）NTTデータウェーブを設立、以後、ITパートナー戦略が
本格化

M&A戦略（ITパートナー等）の連結実績 （億円、社）

各年3月期 2004 2005 2006 2007 2008
連結売上貢献額 310 390 560 780 971

連結会社数 4 4 10 12 15

3月31日に終了した1年間 1998 1999 2000 2001

会計年度：

売上高 ¥676,581 ¥ 710,152 ¥ 725,348 ¥ 801,045

営業利益 54,197 56,833 50,738 58,778

税金等調整前当期純利益（損失） 34,275 37,747 (29,177) 46,083

当期純利益（損失） 15,612 16,313 (18,114) 24,452

受注高 — — 714,882 779,418

設備投資額 — — 210,375 163,655

減価償却費及び固定資産除却費 — — 152,836 151,927

研究開発費 15,874 14,042 22,684 17,957

フリー・キャッシュ・フロー — — (23,763) 17,702

会計年度末：

総資産 900,693 1,002,805 1,071,653 1,086,437

自己資本 205,799 369,244 363,758 388,537

有利子負債 502,797 431,612 451,859 430,380

1株当たり情報：

当期純利益（損失） ¥ 6,119 ¥ 5,859 ¥ (6,499) ¥ 8,680

現金配当 10,000 1,000 1,000 1,000

従業員数（人） — — 10,500 12,843

1998 1999 2000 2001
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経営目標値 （億円）

2007年3月期 目標値

連結受注高 9,000

連結売上高 10,000

連結営業利益 750

ROE 8%

フリー・キャッシュ・フロー 100

03年7月
構造改革により、ミドルマーケ
ットSIビジネス及び保守・運用
ビジネス推進体制を強化

05年6月
執行役員制を導入、取締役数を10名以内に削減
11月
米国SI企業The Revere Group, Limited を子会社化

海外売上高の推移 （億円）

各年3月期 2005 2006 2007 2008
売上高 55 95 156 183

07年5月
中期経営（2008年3月期～
2010年3月期）を発表

（百万円） （千ドル）

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

¥ 801,967 ¥ 832,109 ¥ 846,706 ¥ 854,154 ¥ 907,281 ¥1,044,918 ¥1,074,405 $10,744,050

59,446 61,544 59,725 39,288 46,867 90,250 95,912 959,120

47,163 50,933 44,441 32,144 42,016 85,769 51,493 514,930

26,410 28,562 26,956 20,110 28,191 50,637 30,455 304,550

845,400 843,571 750,796 658,161 723,674 967,901 1,012,278 10,122,780

170,577 171,017 148,923 110,821 112,146 139,565 176,826 1,768,260

153,115 158,523 165,281 161,942 153,303 144,267 150,375 1,503,750

19,074 18,224 15,350 16,542 17,307 11,307 10,749 107,490

(1,776) 67,180 44,044 60,712 53,116 83,305 39,653 396,530

1,113,777 1,118,401 1,065,549 1,038,571 1,056,337 1,087,347 1,193,827 11,938,270

412,966 435,715 458,846 473,982 495,703 534,917 548,134 5,481,340

426,819 370,703 317,013 295,341 271,928 246,330 241,204 2,412,040

（円） （ドル）

¥ 9,382 ¥ 10,152 ¥ 9,578 ¥ 7,139 ¥ 10,024 ¥ 18,053 ¥ 10,857 $ 108.57

1,000 2,000 2,000 2,000 3,000 5,000 5,000 50.00

14,651 15,971 17,389 18,720 21,308 22,608 23,080 —

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

04年5月
中期経営計画（2005年3月期～2007年3月
期）を発表
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社長メッセージ

代表取締役社長

山下　徹

変 革 の 、真 の「 実 践 」は こ れ か ら

Quest for Quality
NTTデータは、3ヵ年の中期経営において、『変革の先進

企業』を目指して「量から質への転換」を図り、「お客様満足

度No.1」の追求に取り組んでいます。初年度の2008年3月

期は、中期経営目標である「増収増益」「売上高営業利益率

10%［2010年3月期］」を達成するために、当社自身が変革

すべき方向を「3本の矢」「5つの変革」というキーワードで示

し、社員の理解促進と業務への浸透に注力してきました。そ

の結果、変革の必要性と方向性について、社員の理解度は

深まり、変革への準備も整ったという手応えを感じています。

業績については、連結売上高が前期比2.8%増の1兆744

億円、営業利益は前期比6.3%増の959億円、売上高営業

利益率も前期比0.3ポイント改善して8.9%となりました。当期

純利益は、将来を見据えた施策として、出向政策の見直し等

に取り組んだ結果、特別損失を計上したことにより前期比

39.9%減の304億円となりましたが、1株当たりの年間配当金

は前期と同額の5,000円とさせていただきました。

2008年は、NTTデータ創立20周年にあたります。IT黎明

期であった今から約40年前の1967年、当時の日本電信電話

公社内に設立されたデータ通信本部が、当社のルーツです。こ

の時が「第一の創業」、そしてNTTより分社・独立し、「通信事

業者」から「システムインテグレータ」へと生まれ変わった1988

年が、「第二の創業」でした。分社・独立以来、一貫して黒字決

算を続け、当初3,000億円余りであった売上高も1兆円を突

破するまでになりました。これまで温かいご支援を賜りました

お客様や株主の皆様に、心より感謝申し上げます。

過去において2度の変革を成し遂げてきた当社は今、『変革

のDNA』を継承して「第三の創業」に取りかかろうとしています。

この途は決して平坦ではありませんが、これから切り拓かれる更

に大きな将来に、是非ご期待いただきたいと思います。

2008年7月

代表取締役社長



変化を求めて、革新を起こす

変革 1変革 1　徹底した顧客指向の追求
「当たり前品質」から「魅力的品質」へ
　◆お客様に変革の提案を行う営業
　◆高品質・短納期でシステムを提供する開発体制

変革 2変革 2　全体最適の追求
規模を強みに変える
　◆グループ内連携の強化
　◆開発手法の共通化
　◆集中購買の導入
　◆チームや全社への貢献を評価

変革 3変革 3　見える化の推進
お客様から見た透明性の向上
組織的学習能力の向上
生産性の向上

変革 4変革 4　グローバル化の推進
お客様のグローバルな視点での経営をサポート
世界のベストプラクティスやノウハウを共有
世界の優秀なリソースを積極活用

変革 5変革 5　ワークスタイルイノベーション
労働集約型産業から知識集約型産業へ
お客様満足度No.１と同時に、社員満足度も業界No.１へ

『変革の先進企業』を実現するために、社員に

変革の必要性や方向性を説き、変革を促すた

めの「仕組みづくり」に取り組んだ1年でした。

一般的には、社長が何か言ってもなかなか現場には浸透

しにくいものです。しかも当社は、システムを受注してか

ら開発し、お客様にお納めするまでのサイクルがまちまち

で、中には受注から完成まで2年を超えるものも珍しくな

いため、急激な環境変化に対する危機感を全社で共有し

にくいという課題もありました。

私は、1年を通して変革のメッセージを繰り返し社員に発信

してきました。具体的には、『変革の先進企業』としてグローバ

ルに飛躍するには、従来のシステムインテグレーションを中心

とした「コスト積上型／労働集約型ビジネス」から、ITを通して

お客様にサービスやノウハウを提供する「付加価値型／知識

集約型ビジネス」への脱皮が必要であり、「3本の矢」と「5つ

の変革」によりそれを成し遂げる、ということです。この変革の

メッセージの浸透度は想像以上だったという手応えを感じてお

り、変革の実現に向けた布石は打てたと思っています。

Q1

A

社長就任1年目の率直な感想をお聞かせください。

NTTデータが目指す変革とは

「5つの変革」
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従来のコスト

積上型ビジネス

（現在の主なビジネス領域）

サービス

3本の矢

システム

ソフトウェア

お客様要望の

多様化への

対応

「3本の矢」



・ANSER、CAFISに代表されるような複数のお客様のニーズを先取りした企画型サービスの積極展開
・アウトソーシングを含めたベースロードを獲得し、収益を安定確保
・個別のSI案件で培ったノウハウを共同利用型に発展させ、高収益モデルを構築

・テンプレート化等による自社アセットの徹底活用と生産性の飛躍的向上でコスト積上型のSIから脱却

・ソフトウェアを汎用化することで、部品としてSIやサービスに再利用したり、パッケージとして拡販

サービス

システム

ソフトウェア

3
本
の
矢

5～6年後2008年3月期
現状

サービス（20%）

10,744億円

システム（75%）

ソフトウェア（5%）

サービス
（30%以上）

システム
（50%程度）

ソフトウェア
（20%程度）

サービスビジネス、ソフトウェア
ビジネスを拡大し、全体の
ボリュームを増やしていく
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「3本の矢」とは、長年培ってきた「システムイン

テグレーション」をコアコンピタンスとしつつ、多

様化するお客様のニーズに合わせて、「サービ

ス」「ソフトウェア」といった形で当社のビジネススコープを

広げていく意図を表した言葉です。当社は、この「3本の矢」

をもってお客様の変革を実現しようとしています。

まず「サービス」では、ANSERやCAFISに代表される、

当社保有の情報システムを複数のお客様に共同でご利用

いただく形のものが従来からありました。今後は、お客様

ニーズを先取りした企画型サービスを今まで以上に積極展

開するとともに、個別のお客様へシステムインテグレーショ

ンとして提供してきたシステムについても、共同化による

サービスビジネスへの転換を図ります。そのほか、コンサル

ティングビジネスも含め、現在20%を占めるサービスビジ

ネスを5、6年後には30%程度に拡大していきます。

次に、お客様独自の業務要件に合わせたシステムを開発

する「システムインテグレーション」では、長年培ってきた開

発ノウハウ等のアセットをツール化・テンプレート化する等

して生産性を飛躍的に向上させ、コスト積上型のビジネス

モデルから脱却します。

そして、「ソフトウェア」については、システムインテグレー

ションを通して長年蓄積してきた汎用的なプログラムを部品

として再利用したり、当社のバンキングアプリケーション

「BeSTA」のように、高度な業務ノウハウを組み込んだパッ

ケージソフトウェアとして拡販することに取り組みます。

既に、2007年に上場した（株）NTTデータイントラマートや、

金融分野のリスク管理パッケージソフトウェアに先駆的な

成功例がありますが、売上全体に占める割合はまだ5%程

度です。上記の取組みのほか、組込みソフトウェアやオープ

ンソースソフトウェアも含め、これを5、6年かけて20%程

度に引き上げる目論見です。

「3本の矢」とは、具体的には何ですか。Q2

A

売上高の推移

「3本の矢」



量（売上高）から質（仕事のやり方・価値創造ビジネス）への転換

『̶変革の先進企業』へ̶

※売上高については、ITサービス産業並みの市場成長率を目指す

増 収 増 益

売上高営業利益率　10% 〈2010年3月期〉

中期経営方針

中期経営目標

お客様満足度No.1の追求

＜基本的な考え方＞

■ 量（売上高）から質（利益率）への転換

■ 創造力を発揮し、改善とイノベーションを実行

増収を維持しつつ収益性向上に軸足を移す
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Q3 今回の中期経営では、目標に売上高を掲げていませんが、
社員が具体的な目標を共有できないという恐れはありませんか。

確かに前回の中期経営計画では、量的な拡大

を目論み、「売上高1兆円」という非常に分かり

やすい目標を掲げました。これに対して今回は、

質的な向上を目指していきたいと考えています。従来のSI

は労働集約的なコスト積上型ビジネスであるため、量（売上

高）の拡大を目指しても、生産性の向上による利益増には

必ずしも結びつきません。この限界は「人月単金×要員数」

というコスト積上型SIのビジネスモデルに起因している部

分が大きく、このビジネスモデルそのものにスポットを当て、

変革していく以外に解決の方法はありません。こういった姿

勢を明確に打ち出すため、あえて計画から売上目標を外し、

社員の意識を「量（売上高）から質（利益率）へ」、そして仕事

のやり方そのもの、言い換えれば「いかに価値を創造し、

お客様に提供していくか」という方向へと向かわせようとし

ているのです。

A



社員による変革活動の推進（NEXT活動）

経営陣のリーダーシップ
・トップダウンにより、変革の実現のための経営課題に取り組む

・社員のリーダーシップ発揮を支援する

社員の自発的・自立的変革活動
・具体的な課題達成や問題解決のために社員が主体的に取組みを行う

変
革
実
現
の
度
合
い

経営戦略施策の推進

変革実現までの時間

変
革
実
現
へ

10

経営企画部長を務めていた頃から、トップダウン

とボトムアップをバランス良く組み合わせたマネジ

メントの仕組みが必要だと考えてきました。なんと

言っても、当社の資産は社員です。その社員が主体的に参

画するか否かで、「目に見えない生産性」に影響が出て、結果

が異なってきます。ですから、社員自らが考え、行動を起こす

ボトムアップのアプローチの必要性を感じ、そのアプローチ方

法として当社の社員による自発的・自立的変革活動である

「NEXT活動」を奨励してきました。その一方で、経営の基本

方針については、企業文化を見直すような変革だったため、

トップダウンで設定しました。

Q4

A

変革を進めていく上で、どのようなリーダーシップを心がけていますか。

変革の実現に必要なアプローチとは

変革の実現に向けての経営陣と社員のコラボレーション

出典：一條和生、NTTデータ著『企業変革のマネジメント』151頁より加筆転載



約半数強のお客様がNTTデータを「パートナー」とご認識

事業パートナー 22%お客様の変革を支援し、新たな事業・サービスの実現を共に行う
パートナー

ITパートナー 29%お客様の新たな課題を共に見出し、ITでの解決を行うパートナー

システム
インテグレータ 23%お客様が気付いた課題の解決策として、最適なシステムやサービ

スを提供する（直ちに相談する相手）

システムベンダ 17%お客様が必要とするシステムやサービスのご要望に対して、ハード
ウェアやソフトウェアを提供する（他のベンダと共に声をかける相手）

（ポイント）
変革を実現し、より一層のお客様満足度向上を追求

2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期 2008年3月期 2010年3月期2009年3月期

7.0

6.8

6.6

6.4

6.2

5.8

6.0

6.1
6.2

6.3

6.7
お
客
様
満
足
度
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「NTTデータの強みは、何ですか？」と問われれば、今

でも多くの社員が「大規模システムの構築力」を挙

げるに違いありません。ところが、2007年に実施し

たお客様満足度調査では、お客様のご期待はもうそこにはない

ことが判明したのです。

当社のことを、お客様自身の業務改革やビジネスモデルの転

換に貢献する「事業パートナー」や、「ITパートナー」としてご認識

いただいているお客様が約半数強に上り、逆に「SIer（システム

インテグレータ）」とご認識いただいているお客様は2割しかいら

っしゃいませんでした。更に、「事業パートナー」や「ITパートナー」

としてご認識いただいているお客様の満足度は、「SIer」や「シス

テムベンダ」とご認識いただいているお客様のそれよりも高いと

いうことも分かりました。私たちは過去20年にわたって、大規模

システム構築が得意なSIerであることに誇りを感じてきたわけで

すから、本当に意外でした。

お客様からの「パートナー」としてのご期待にお応えするには、

私たち自身がビジネスモデルも含めた変革を実現しなけれ

ばなりません。そのための鍵となるのが、先ほどご説明した

「3本の矢」なのです。

Q5

A

ビジネスモデルの転換に踏み込んだ背景に、何がありますか。

お客様から見たNTTデータ

お客様満足度の推移

（注）残り9%は無回答、もしくは複数選択の回答です。

評価目安：非常に満足している=10点 標準的な満足度合いである=5点 全く不満である=0点

（当社調べ）



原価率 75.3%
▲0.3P

▲1.1P

+1.4P

16.1%

8.6%

2007年3月期実績

75.0%

15.0%

10.0%

2010年3月期目標 具体的な施策

販管費率

営業利益率

システム開発のメソドロジー
やプラットフォームの統一を
図ることで仕事の標準化を
図り、生産性を向上

業務プロセスの見直し、現
場支援機能のグループ内
集約により、グループ全体
のオーバーヘッドコストを削減
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2008年3月期は、受注損失引当金等の計上等

もあり、原価率は悪化しました。不採算プロジェ

クトの発生がなければ、売上高営業利益率は前

期比で大幅に向上していたと見込まれるので、非常に残念

でなりません。不採算プロジェクトは、受注段階から潜在的

に問題のあることが多いため、見積り技術の向上や受注前

プロセスのリスク管理、案件の途上管理等の対策を講じる

ことにより、今後の発生を未然に防いでいきます。

また、売上高原価率を引き下げるため、オフショア開発を

推進するとともに、プロジェクトごとや事業本部ごとに個別最

適を追求する仕組みから、全体最適、言い換えればスケー

ルメリットを活かす仕組みへの転換を図っています。具体的

には、開発メソドロジーやプラットフォームの全社統一、プロ

ジェクト管理ツールの全社導入、グループ戦略購買、開発リ

ソースのプール化等です。更に中長期的な観点から、ソフト

ウェアの自動生成や試験の自動化等、抜本的な改善策の研

究にも取り組んでいます。

Q7

A

世界のITサービスベンダと覇を競っていくには、収益性で凌駕し、それを
再投資することが欠かせません。現状の売上高原価率の改善スピードが
緩やかに見えますが、その点はいかがですか。

中期経営目標値の内訳

「Global IT Innovator」は、2005年当時、10

年後に当社が目指すべき姿として打ち出したビ

ジョンですが、現時点の到達度合いは2合目か

ら3合目と評価しています。グローバル化については、2008

年3月末時点のカバーエリアは21ヵ国57都市と2007年3

月末時点の倍以上、2009年3月期の海外売上高はビジョ

ン策定時の10倍に当たる600億円が見込まれる状況とな

り、伸び率だけを見れば目覚ましい躍進を遂げることができま

したが、世界的な視野を持つ ITイノベータとしての本格成長

は、まだ緒についたばかりとの認識であるからです。

お客様のグローバル化はますます加速しつつあり、当社

のグローバル化も更なるスピードアップを迫られています。

そのためにも、得意分野を持つ海外のシステム会社の

M&Aは、今後も視野に入れていきます。

Q6

A

「Global IT Innovator」については、到達度合いをどのように
評価していますか。

残る課題への取組みと、今後の展望



当社が取り組む「ワークスタイルイノベーション」

は、労働集約型の仕事のやり方から知識集約型

の仕事のやり方への変革です。労働時間数に

基づくコスト積上型のビジネスから、ノウハウの量やお客様

に提供するサービス内容、あるいは品質レベル等を軸にした

付加価値型のビジネスへの転換を進めていきます。お客様

が、システムやサービスの効用にコスト以上の価値を見出し

てくださること、そして労働時間の長さよりもノウハウやスキル

のレベルで評価されることで、社員のモチベーションは高ま

ります。当社にとって、労働集約型から知識集約型への

ワークスタイルの変換と企業価値の向上は、表裏一体のも

のなのです。

Q8

A

人財に対する変革は、どのように進めていきますか。

世界に冠たるITサービスベンダとなるには、自

らの方法論を打ち立てて、ノウハウやスキルを

グローバルに共有することが欠かせません。今

後は、日本発の「NTT DATA WAY」を確立し、グローバル

に展開していきたいと思います。

現在は、「NTT DATA WAY」と明確に定めたものはありま

せんが、創業以来続く「社員信条」と「グループビジョン」、そし

て社員の判断基準、行動原則を示した「グループ行動ガイド

ライン」が既にあります。これらを統合した5つのエッセンスが、

「NTT DATA WAY」に発展していくに違いありません。

≫「お客様のために最善を尽くす」お客様第一主義

どこの会社でも採り上げる項目ですが、より豊かで調和の取

れた社会の実現に向けて、最終顧客、すなわち「お客様のお

客様」まで意識している点に特徴があります。

≫品質重視

当社が提供するシステムは社会インフラと呼ばれるものが多く、

一旦停止すると社会生活や経済活動に大きく影響するため、シ

ステムの品質について妥協しないのが創業以来の伝統です。

≫自主・自立の連邦経営

当社の仕事は、一人ひとりのプロフェッショナルによって構成

されており、一人ひとりがプロフェッショナル精神と卓越した技

術により、自主的、自立的に仕事をすることが求められます。

また、グループのレベルにおいても、個々のグループ会社が

自主的、自立的に究めた専門性を活かして協力し合い、お客

様に最善のサービス、システムを提供しなければなりません。

≫チームワーク

当社のチームワークは、プロジェクト内や組織内だけではなく、

組織を超えた協力関係に及びます。組織を超えた連携の促

進に向けて、「THANK YOUポイント」をはじめとする貢献主義

の導入を進めています。

≫人財育成

当社の最大の使命は、社会からお預かりした人材を育成する

ことです。日頃の業務を通じて育成するとともに、積極的な

教育・訓練によって成長を促進していきます。単なるプロ

フェッショナルとして育成するだけではなく、個人の尊重や人

間性の尊重、社会的責任等、より良き社会人としての成長に

も力を注いでいます。

Q9

A

「第三の創業」にふさわしい、NTTデータならではの独自性を
どのように生み出していきますか。

配当については、連結ベースにおける業績動向、

財務状況等を総合的に見ながら、連結配当性

向30%程度を目安に、長期的な事業発展のた

めの内部資金の確保にも留意しながら、安定的に実施して

いきたいと考えています。

Q10

A

株主還元についてのお考えをお聞かせください。

13



NTTデータにとって質的成長とは

Next Leap in Innovation

成長の源泉：01

グローバルに統一されたプラットフォーム、
「NTT DATA WAY」を目指す

Innovation:
競争力強化を狙って開発プロセスの変革に着手

NTTデータには、NTT時代も含めて40年にわたって培ってきた人財、経験・ノウハウの厚み、そしてその間に身に付けてきた

習熟度の高いシステムの開発・管理手法があります。「大規模開発」「マルチベンダ対応」という点では、当社の競合であるSIer

も生き残りを賭けてキャッチアップしてきています。しかし、複数のシステムが組み合わされてより複雑な仕組みが構築されている

今日では、単にシステム技術に精通しているだけでは対処できない局面もあり、技術に加えて社会の仕組み全般についての知

識の蓄積が求められます。

「開発プロセスの変革」は、こうした視点に立った当社競争力の根幹に関わる変革です。取組み施策の1つである開発プロ

セスの標準化においては、2008年3月期は、各チームが追求してきた個別最適のプロセスをいったん集大成するとともに、全

体最適を求めて全社統一のプロセスに括り直しました。これにより標準化を実現したため、2009年3月期は更に幅を広げ、今

後、価値が高まる「サービス提供プロセス」の標準化にも取り組んでいます。

また、もう1つの施策として、他の社内システムと連携し、組織プロセス・プロジェクトプロセスの品質・コスト・進捗・リス

クの管理をサポートするPMワークベンチの展開があります。2008年4月よりPMワークベンチ4.0版をリリースし、パイロッ

トチームが半年間程度試行運用した後、そこでの分析や反省も踏まえ、2009年3月期中には全社に適用する考えです。

これら変革の果実は、開発期間の短縮や品質向上としてお客様にまず還元し、当社もコスト低減のメリットを享受していきま

す。「開発プロセスの変革」によって、オフショア開発も手がけやすくなりますから、2009年度以降、そのコスト効果も表れてくる

とみています。
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競争力の根幹で、個別最適を追求する従来のやり方から脱却し、

開発のプロセスや管理手法を統一して全体最適を追求する、

「開発プロセスの変革」に取り組んでいます。

お客様と当社の双方から「見える化」を徹底し、

お客様満足度と社員の達成感をともに高めていきます。

代表取締役副社長執行役員
SIコンピテンシー本部長情報戦略担当“CIO”

セキュリティ戦略担当“CISO”システム品質保証担当

重木　昭信

特集：
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グループリーダー グループメンバー

PM

利益主管責任者／
システム開発統括責任者

正確な現状把握とアクションの徹底
（見える化）
・上位組織
・プロジェクト内

プロジェクト間での
ノウハウの流通と
改善の加速化

現場の管理能力の向上

使っていれば自然に
■ 管理系の施策や必須プロセスが実行され、
■ 報告せずとも現場のデータが蓄積・収集され、
■ 役割に応じたプロジェクトの状況・実績がそのまま見え、
 改善が図られる仕組みを実現する。

プロジェクト管理のやり方を統一することで

2008年3月期の反省として、受注損失引当金の計上がありました。過去の例から見ても、

不採算プロジェクトは、知見のない業界や経験のない技術、業務である場合に発生しやすい

と言えます。今回も当社にとっては、ノウハウが少ない分野へのチャレンジでした。しかし、いた

ずらに失敗を恐れていては今後の発展もないため、失敗の可能性をよく認識した上で取り組む

ことが欠かせません。予兆を察知して失敗を未然に防ぎ、失敗が生じた場合でも損失を最小

限にとどめるため、新規性の高いプロジェクトに対する監視レベルを引き上げました。

2009年4月から適用が予定されている工事進行基準についても、開発プロセスの「見える

化」を進め、積極的に対応していく考えです。

Performance:
チャレンジの気風、開発効率を維持しつつ、リスクを低減

これからの開発体制を考える上では、グループ経営の視点が欠かせません。なぜなら、近年は

グループ会社の成長が著しく、人員構成においてもグループ企業は本体の2倍以上の陣容に達

しているからです。こうした中でシナジーを追求するには、まず、開発プロセスの標準化・全体最適

化をグループ各社にも広げるのが1つの方法です。既に、情報セキュリティについては、統一的な

「GPS（NTTデータグループセキュリティポリシー）」を制定し、施行させています。

私は、もう1つ重要なこととして、「NTT DATA WAY」のように、国内のみならず、グローバルな

視点でシステムのベストプラクティスを提供していこうとする姿勢が一体感を醸成する、という点も

挙げておきたいと思います。

また、システムに対するお客様の要求が変化する中、求められる人材は今後変わってくると思い

ます。お客様の要求というのはシステムを所有することではなく、システムのもたらす利益を享受する

ことであるため、「いかに、コンピュータを人間社会に役立てていくか」を語ることができる人、つまりシ

ステムに対する理解だけでなく、社会に対する洞察力を兼ね備えた人財が求められていくのです。

そして、そのような人財を育てることこそが、お客様満足度に資することだと確信しています。

Challenge:
残る中期経営の期間で、一段上の変革に挑戦

知識集約

これから

グループ全体最適

サービス、SI、ソフトの3本柱

コンサルからITスペシャリストまで幅広い人財

グローバル

労働集約

個別最適

SI中心

PM中心

国内中心

これまで

ＮＴＴデータのパラダイムシフト
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NTTデータにとって質的成長とは

Next Leap in Innovation

勢いを増す日本企業の国際展開に対応するため、

適材適所のリソース配置で、シームレスなサポート体制を構築しています。

そして、グローバルなベストプラクティスや知見の提供により、

Global IT Innovatorを体現し、更にグローバルなNTTデータ

ブランドを確立していきます。

Innovation:
当社最大の課題の1つ：グローバル化

NT Tデータが今抱える課題、その1つを端的に示しているのが、海外売上高比率1.5%という数字です。

2007年3月に終了した前中期経営計画では、公共分野と金融分野に大きく依存した当社の収益体質の改善に取り組んでき

ました。最大の市場である法人分野を積極的に開拓してきた結果、2007年3月期には公共・金融・法人がほぼ肩を並べる、バラ

ンスの取れた収益構造を実現すること

ができました。この過程で、「法人分野の

一層の事業拡大を図るためには、お客

様のグローバル化をしっかりと受け止め

る体制が不可欠だ」という危機感を抱い

たわけです。ここを突破しない限り、

NTTデータの将来は極めて限られたも

のになってしまいます。逆に、海外におけ

るニーズにしっかりとお応えし、ノウハウ

や知見を得れば、国内法人営業の新規

開拓にも役立つに違いありません。

こうした観点から、「Global」を強く

打ち出した現在の中期経営を策定し

たわけですが、その出発点となったの

が、2005年10月の米国Revere社買

収です。

アジア圏
・日系グローバル企業対応
・オフショア開発拠点

拠点数：11都市

オーガニック
グロース

M&A

リ
ソ
ー
ス
の

主
な
獲
得
手
段

社員数：928名

北米圏
・日系グローバル企業対応
・現地企業対応

拠点数：17都市

欧州圏 アジア圏 北米圏

社員数：707名

欧州圏
・日系グローバル企業対応
・現地企業対応

拠点数：29都市
社員数：994名

代表取締役副社長執行役員国際事業本部長
営業統括担当“CSO”リスク管理統括担当“CRO”
コーポレート・ガバナンス担当コーポレート部門担当

榎本　隆

海外拠点ネットワーク（2008年3月末現在）

成長の源泉：02

「第三の創業」を切り拓く、
グローバル化を積極推進
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グローバルな拠点ネットワークは2008年3月末現在、21ヵ国、57都市に2,600人を擁する

までになり、1年前と比べて、国数は倍、拠点数は倍以上、人員は3倍となりました。しかし、お

客様のご要望にきめ細かく対応するには、カバーエリアも、各拠点の人員体制もまだ十分とは

言えず、今後も地理的なカバレッジの拡大を図るとともに、海外リソースの質的及び量的な充

実に力を注いでいきます。

Performance:
地理的なカバレッジを意欲的に拡大

ビジネス展開では、まず、日・米・欧の拠点を活用したSAPを軸とした基幹システムへの対応

力を切口に、日系グローバル企業のお客様に対して、NTTデータの海外展開をアピールしてい

く考えです。順調に事業を拡大している北米のITスタッフィングのM.I.S.I.社や、Oracle、

MicrosoftなどのERPに強みを持つRevere社に、今回買収したSAPグローバルパートナーと

しての資格を持つitelligence社を加えて、グループ全体としてのビジネスシナジーを実現するこ

とによって、2010年3月期には海外売上高1,000億円の目標を、着実に達成していきたいと考

えています。

グローバル化を推進していくもう1つの重要な意味は、当社の伝統的なビジネスの変革を促

していくことにあります。当社にとって、グローバル化を進める目的は、単に売上高や利益の源

泉を海外に求めることではなく、その営みの中でグローバルな市場で戦えるNTTデータならでは

のナレッジベースの構築と、それを共有する仕組みをつくり上げることです。それができて初めて、

お客様にグローバルなベストプラクティスを提供できることになります。当社のプロジェクト管理

技術、開発手法、システムの標準プラットフォーム、多くのシステム開発で培われてきた知見や

ソフトウェア資産などをグローバルに流通させる仕組みをつくり上げることで、当社としての競争

力の強化を図っていこうと思っています。こうした高い目標を掲げ、海外のグループ企業と連

携しつつ「NTT DATA WAY」を創出し、グローバル市場で戦える企業体「Global IT

Innovator」への進化を遂げていきたいと考えています。

Challenge:
目指すは、NTT DATA WAY

当社は、Revere社のマネジメントチームの事業戦略を尊重した上で、顧客ベースの提供や財

務面でのバックアップを行い、その結果、Revere社の業績はV字回復を成し遂げました。2007

年8月には、カリフォルニアに拠点を置くTryarc社を買収し、Revere社に統合することで一層の

業容の拡大を図っているところです。続く、2008年1月に完了したドイツitelligence社買収は、

当社にとって国内外初めてのTOBへの挑戦でしたが、無事成功を収めることができました。NTT

コミュニケーションズにもitelligence社の株式を10%保有してもらうことで、NTTデータとしてだ

けではなく、NTTグループとしてグループ各社が連携し、国際事業の拡大に積極的に取り組む

姿勢を鮮明に示すことができました。そういう観点でitelligence社の買収は、今後の当社国際

事業の拡大に極めて大きな意味を持つものと考えています。
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NTTデータでは、「プロフェッショナルCDP」に基づいて人財育成を行って

います。これは、当社が求める人財像を10の人財タイプとアソシエイトから

プリンシパルまでの4段階で定義し、社員一人ひとりの能力（知識・経験・

技量）を過去の業績や面接内容等から認定する制度です。

この認定制度を導入したのは、2003年7月のことです。それまでの人材定義では業務遂行に不十分との認識から、事業成

長に求められるスキル・経験とは何かを、原点から捉え直すことにしたのです。当初、プロジェクトマネージャ（PM）の社内資格

認定制度としてスタートし、同年12月に経済産業省が発表した「ITスキル標準」も踏まえながら、独自の観点も加えて翌年に

人財戦略のフレームワークへと発展させました。その後、人財タイプを増やしながら、2006年にほぼ現在の姿になりました。

当初は試行錯誤もありましたが、この2年間でNTTデータグループの人財を同じ目線で認定する仕組みとして急速に理解が深

まったと実感しています。

「プロフェッショナルCDP」では、単なる知識レベルではなく、実務レベルがどうであるかを中心に認定するため、公的な

資格試験よりも重みがあると自負しています。したがって、エントリレベルのアソシエイトでも第一線で活躍できる技術者を

想定しています。

2006年からは、入社から5年目までの社員の育成体系を定めた「CDPベーシック」も導入しました。ここで特に重視している

のが、「モノづくりが分かる社員」というコンセプトです。技術系、営業系を問わずプログラミングを経験させ、システム開発の実際

を肌感覚で理解できるようにし、基礎をしっかりと固めるようにしています。これらの制度には、かなりの手応えを感じており、体系

化された知識を持った実践力のある人財がどんどん育っていくのを楽しみにしています。

2008年の新卒採用はおよそ670人に上り、極めて好調に推移しています。しかし、グループを見渡すと、IT業界の志望者の

減少が影響している会社もあり、NTTデータグループとしての特徴をもっと広くアピールしていきたいと考えています。

単体ベースでは、好不況の波にかかわらず、今後も500～600人ぐらいをコンスタントに採用していく方針です。並行して、毎

年150～200人のキャリア採用も行っていきます。

NTTデータにとって質的成長とは

Next Leap in Innovation

成長の源泉：03

変革を推進する
人財の育成を加速

Innovation:
独自の認定・育成制度が軌道に

執行役員　金融ビジネス事業本部長
（前執行役員グループ経営企画本部長兼人事部長）

山田　英司

NTTデータの成長と社員の成長をリンクさせる

人財育成制度が大きな成果を挙げつつあります。

今後は、グループも包含した「NTT DATA WAY」を確立し、

社員一人ひとりがスキルや才能を十二分に発揮し、

それが適正に評価されていく土壌に磨きをかけていきます。
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2008年3月末の社員数は、連結ベースで2万3,080人、NTTデータ単体で8,550人です。

近年は、グループ会社の占める割合が急速に高まっています。単体では団塊の世代と若年層

が多く、40代後半が少ないという人員構成上の課題がありましたが、団塊の世代が定年を迎

えるにつれて平均年齢も36歳程度に下がり、現在では若年層中心となっています。職種別で

は、技術者・営業系・スタッフがおよそ7：2：1の割合です。

最近の傾向では、NTTデータ本体における女性社員の比率が非常に高まっており、新卒採

用ではおよそ3割を占めます。女性が働きやすい職場は、社員全員が働きやすい職場であるとの

認識のもと、2008年4月、人事部内に「ダイバーシティ推進室」を設置し、ダイバーシティの推進

に取り組んでいます。

Performance:
人員構成が急速に変化

分野別の人員構成では、公共・金融・法人にほぼ三等分されています。

数々の大規模システムを構築してきた実績から、当社にはPMが育ちやすい環境は整ってい

ますが、今後はビジネスの拡大や更には注力しているサービス型のビジネス拡大に向け、営業

系人材を強化するとともに、業務のコンサルタントや開発を担う業務スペシャリストの増強も不

可欠です。また、システム全体の骨格をつくり上げる技術スペシャリストの層を厚くする必要が

あります。

人材の質に対するお客様の要望は高まる一方ですから、プロフェッショナルな人財の育成が

急務であることは言うまでもありません。そうした観点から、グループ全体でプロフェッショナル

CDPにおける認定者を4,000～5,000人規模に拡大し、ビジネスの躍進を支えていく計画です。

今後は、海外も含めてグループ会社が増えていくことは間違いありません。こうした中で、

「NTT DATA WAY」と呼べる企業風土を確立し、それを具現化できる人財の育成に力を入れ

ていきたいと考えています。

Challenge:
ビジネスの躍進を支える人財を

プロフェッショナルCDPの人財タイプ
人財タイプ 求められる役割

プロジェクトマネージャ システム開発プロジェクトの責任者としてプロジェクトを円滑に運営する

ITアーキテクト 幅広い技術力を活かし、システム全体の最適なアーキテクチャ設計を担う

ITスペシャリスト 特定専門分野における難度の高い方式技術の設計と実装を担う

アプリケーションスペシャリスト 業務ノウハウと高い技術力を活かし、業務アプリケーションの設計・開発を担う

業務コンサルタント お客様業務の課題解決に向けたシステム導入のコンサルティングを担う

ITサービスマネージャ サービスの安定提供、向上を目指し、システム全体の運用保全管理を担う

顧客営業 お客様の課題やニーズを把握し、最適な解決策を提案する

商品営業 社会に価値のあるソリューション（商品・サービス）を企画、提供する

ビジネスディベロッパ 新たな領域におけるビジネスの立ち上げ、事業推進を担う

R&Dスペシャリスト 新たなサービスやプロダクトの実用化に向けた研究・開発を担う

スタッフ 経営戦略の策定・実行のサポートや、事業を円滑に進めるための支援を担う
※人財タイプは現時点のものであり、事業の状況を踏まえ新たな人財タイプの設置も含め、ブラッシュアップを予定。



（注）1.  中山俊樹氏は、会社法第2条第15号に定める社外取締役です。
2.  宮 元胤、新保智、門 康裕の3氏は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。
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取締役及び監査役 （2008年7月1日現在）

代表取締役社長
山下　　徹

代表取締役副社長執行役員
重木　昭信
SIコンピテンシー本部長

情報戦略担当“CIO”

セキュリティ戦略担当“CISO”

システム品質保証担当

榎本　　隆
国際事業本部長

営業統括担当“CSO”

リスク管理統括担当“CRO”

コーポレート・ガバナンス担当

コーポレート部門担当

重木　昭信　 山下　　徹　 榎本　　隆

取締役常務執行役員
村松　充雄
公共分野担当

第一公共システム事業本部長

岩本　敏男
金融分野担当

荒田　和之
法人分野担当

製造ビジネス事業本部長

取締役執行役員
塩塚　直人
財務部長

財務統括担当“CFO”

取締役相談役
浜口 友一

取締役
中山　俊樹

常勤監査役
宮 元胤
新保　　智
門 康裕

監査役
若山　　彰
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執行役員 （2008年7月1日現在）

代表取締役社長
山下　　徹

代表取締役副社長執行役員
重木　昭信
SIコンピテンシー本部長

情報戦略担当“CIO”

セキュリティ戦略担当“CISO”

システム品質保証担当

榎本　　隆
国際事業本部長

営業統括担当“CSO”

リスク管理統括担当“CRO”

コーポレート・ガバナンス担当

コーポレート部門担当

取締役常務執行役員
村松　充雄
公共分野担当

第一公共システム事業本部長

岩本　敏男
金融分野担当

荒田　和之
法人分野担当

製造ビジネス事業本部長

取締役執行役員
塩塚　直人
財務部長

財務統括担当“CFO”

副社長執行役員
寺西　英機
知的財産戦略担当

CSR担当

常務執行役員
山田　伸一
基盤システム事業本部長兼

技術開発本部長

技術統括担当“CTO”

柳衛　寛重
内部監査担当

執行役員
羽生田　文晴
法人システム事業本部長

田邊　仁一
流通・サービス事業本部長

栗島　　聡
金融システム事業本部長

山田　英司
金融ビジネス事業本部長

西田　公一
リージョナルバンキングシステム事業本部長

萩野　善教
郵政システム事業本部長

椎名　雅典
コミュニティバンキングシステム事業本部長

星　　久光
ヘルスケアシステム事業本部長

佐々木　康志
株式会社NTTデータ関西　

代表取締役社長

十河　政史
総務部長

川島　祐治
第二公共システム事業本部長

中村　充孝
株式会社NTTデータ東海　

代表取締役社長

神田　文男
ビジネスソリューション事業本部長
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コーポレート・ガバナンス （2008年7月1日現在）

株主総会

監査役の選任・解任取締役の選任・解任

選定・監督

権限委任

内部監査

監査

選任・解任

会計監査

連携

監査役会
監査役4名（うち、社外監査役3名）取締役会

取締役9名（うち、社外取締役1名）

代表取締役社長

事業本部など 執行役員 執行役員 執行役員執行役員

会計監査人

経営会議

監査部

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、コーポレート・ガバナンスを「経営の透明性・効率

性・合理性を確保するための仕組み・プロセス」と捉えてお

り、監査役会や経営会議の設置、内部統制システムの構築

などの強化策を講じています。そして、企業価値の最大化を

図るため、コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。

当社は今後とも、最新動向の把握や広く社外の方々から

ご意見をいただくなどしながら、より効率的かつ、透明性の高

い経営体制を実現することにより、経営の強化を通じた更な

る企業価値の向上を目的とし、コーポレート・ガバナンスの充

実に向けた継続的な取組みを行っていきます。

会社の各機関の役割

当社は監査役設置会社であり、会社の機関として株主総

会、取締役会及び監査役会を設置しています。そのほかに経

営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努

めています。

幅広い経営的視点を取り入れることを目的に、取締役につ

いては、全9名のうち1名を社外取締役としています。また、監

査役会は、社外監査役3名を含む、4名で構成され、社外監

査役3名全員が常勤です。2008年3月期における取締役会

の構成は、取締役9名、監査役4名であり、取締役会の出席

者の3割にあたる監査役が審議を監査しています。

取締役会：

社外取締役1名（親会社である日本電信電話株式会社

（NTT）の従業員）を含む全取締役9名で構成され、毎月1回

の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められ

た事項や経営に関する重要な事項などの意思決定及び監督

を行っています。

監査役会：

社外監査役3名を含む4名で構成され、原則毎月1回の開

催により、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重

要な事項についての意思決定を行っています。

各監査役は、取締役会等の重要な会議に出席するほか、

業務執行状況の監査を適宜実施しており、それを支援する専

任組織（監査役室）を設置しています。

当社の業務執行の体制、経営監視及び内部統制の仕組

みは下図のとおりです。
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経営会議：

社長、副社長及びその他関連する重要な組織の長などを

もって構成され、原則毎週1回の開催により、事業運営に関

する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行っています。

2008年3月期の1年間において、取締役会については計

22回、監査役会については計27回、経営会議については

計43回開催しました。

執行役員制

取締役会が重要な意思決定と執行の監督を明確に実施

するために、業務執行に専念する責任者として執行役員を

配置し、取締役から業務執行に関わる権限を大幅に委譲す

ることにより、意思決定の迅速化を図り、スピード経営を追

求しています。

役員報酬

取締役の報酬等に関する事項については、取締役会にて

決定しています。

取締役の報酬については、月額報酬と賞与から構成して

います。月額報酬は役位ごとの役割の大きさや責任範囲に

基づき、支給することとしています。賞与は当期の会社業績

等を勘案し、支給することとしています。中長期の業績を反

映する観点から、月額報酬の一定額以上を拠出し、役員持

株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は

在任期間中、そのすべてを保有することとしています（報酬等

の総額については、57ページをご参照ください）。

親会社との関係

当社の親会社であるNTTは、当連結会計年度末現在、当

社の議決権の54.2%を保有しており、当社の大株主として

の権利を有しています。

また、NTTの従業員（1名）が当社の社外取締役に就任し

ています。ただし、これについては、現時点で全取締役の人

数は9名であることなどの状況から、独自の経営判断を妨げ

るものではないと認識しています。

当社の事業運営における重要な問題については、NTTと

の協議、もしくはNTTに対する報告を行っています。ただし、

日常の事業運営では、相互に自主・自立性を十分に尊重し

つつ綿密な連携を保ち、持続的な成長、発展を図り、業績

の向上に努めています。

ディスクロージャー

当社では、「ディスクロージャー規程」によりディスクロー

ジャーポリシーを制定しています。その基本方針として、当

社は株主・投資家の皆様をはじめ、あらゆるステークホルダー

の当社に対する理解を促進し、その適正な評価のために、当

社に関する重要な情報の適時・適切な開示を行う旨を定め

ています。

具体的な活動としては、当社では四半期ごとの決算発表

に合わせて決算説明会を実施し、業績や今後の見通しにつ

いて具体的な説明を行っています。国内外の投資家・アナ

リストの方 と々の個別ミーティングやスモールミーティングに

ついても、積極的に実施しています。

また、IRホームページの充実を図り、プレゼンテーション

資料やニュースリリース等を適時かつ分かりやすい形で掲載

するよう努めています。

当社ホームページ「投資家・株主の皆様へ」
http://www.nttdata.co.jp/corporate/ir/index.html（日本語）
http://www.nttdata.co.jp/en/investor/index.html（英語）
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監査役の連携

我々は、監査役会において定めた監査の基本方針に基づき監査

を実施しています。そして、各監査役は、監査の過程において確認し

た重要な事項や監査結果等を適宜監査役会に報告し、各監査役間

において必要かつ十分な情報交換を行っています。

当期においては、27回の監査役会を開催し、各監査役からの的確

な監査報告と活発な議論による議案の審議等を行ってきました。

また、適宜、監査役全員をメンバーとする連絡会を開催し、常勤監

査役と非常勤監査役との間の情報格差の是正を図るとともに、監査

役相互の十分な意思疎通・連携を図っています。

更に、我々は、内部監査部門、会計監査人とも定期または随時の

会議を開催し、両者から監査報告を受けるとともに必要な情報交換

や意見交換等を行っており、内部監査部門、会計監査人との連携を

強化することにより、効率的で質の高い監査を行うよう努めています。

更なるコーポレート・ガバナンスの確立に向けて

我々は、株主の負託に応え、NTTデータグループの企業価値の

維持・向上のため、内部統制システムの整備・運用状況と中期経

営の取組み状況を監査すること等を当期の監査の基本方針として

監査役会において定め、これに基づき監査を行ってきました。

我々は、財務報告の信頼性やコンプライアンス等を確保するた

めには内部統制システムの適切な整備・運用と当該システムが有

効に機能していることが必要であり、これを監査することが実効

あるコーポレート・ガバナンスを確保するための重要で有効な手

段であると考えています。

また、中期経営においては、営業力強化やSI競争力強化等の

取組みが行われていますが、これらの施策は、経営の効率化やリ

スク管理体制強化のための取組みでもあります。したがって、中

期経営の取組み状況を監査することは内部統制システムの整備・

運用の状況を監査することと同様のことでもあり、重要な監査対

象として位置づけています。

我々は、当社のコーポレート・ガバナンスに関しては、当期に

おいて特に大きな課題はないと見ています。しかしながら、内部

統制システムの整備・運用に関しては、現時点において有効に整

備・運用されていると評価されるとしても、将来的には事業環境

等の変化により不備となる可能性を持っています。今後とも、継

続して内部統制システムの整備・運用状況を監査し、取締役等に

対して必要に応じ改善に向けた意見・提言を行い、実効あるコー

ポレート・ガバナンスの確立に努めていく考えです。

監査役の活動

・取締役会等重要な会議への出席

・取締役等からの職務の執行状況報告の聴取

・重要な決裁書類等の閲覧

・主要な事業所、子会社の往査 etc.

監査役の役割

企業が社会の公器として社会的責任を果たすことを強く求められる

今日、企業が競争力を保持し長期的な企業価値の向上を図っていく

には、経営の健全性と社会的な信頼が確保されていることが必要で

す。企業が法令違反等の不祥事を起こさないことは、企業の最低限

の責任であり、社会的な信頼を得る上での前提であると考えます。

そのためには、経営を執行する取締役を執行から独立した立場で監

視・監督を行うコーポレート・ガバナンス体制が有効に機能していること

が不可欠です。

我 は々、株主の負託を受けた独立の機関として取締役の職務を監

視・監督（監査）する役割を負っており、当社のコーポレート・ガバナンス

体制の一翼を担う者として、その役割の重要性を強く認識し、ガバナン

スの実効性を高めるよう、その職務を遂行していかなければならないと

考えています。

社外監査役に求められるもの

社外監査役である私は、中立的な立場から客観的な監査意見の

表明を行う重要な責務を負っていることを自覚した上で、職務を遂行

することが大切であると考えています。そのため、取締役や取締役会

等に対し社外監査役として忌憚のない質問をし、意見を述べるよう心

がけています。当社は非常に風通しが良い会社であり、このような社

外からの意見等についても前向きに耳を傾け、オープンな経営を行お

うという姿勢の経営者が多いといえます。このような姿勢は、ガバナ

ンス上非常に有効であり重要なものと考えています。

常勤監査役　宮 元胤

2008年3月期　取締役会・監査役会への出席状況
取締役会 監査役会

社内常勤 22回中21回 27回中27回
社外常勤 22回中22回 27回中27回
社外常勤＊ 17回中17回 16回中16回
社外非常勤 22回中21回 27回中27回
＊ 2007年7月1日就任。
就任以降、出席すべき取締役会・監査役会の開催総数に対する出席回数を記載。

社外監査役からのメッセージ
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コンプライアンス

内部統制

当社は、内部統制システムの構築にあたり、法令・定款の

遵守は当然のこととして、事業活動の展開に伴って生じる不確

実性（リスク）を常に考慮し、公正透明な事業活動を効率的に

実施するための各種対策を講じることを基本方針としています。

社長は、業務執行の最高責任者として、内部統制システム

の整備及び運用について、責任をもって実施しています。

また、内部監査機能の強化を目的として「監査部」を設置して

います。「監査部」では、業務執行から独立した立場で各事業本

部等の事業活動が法令・定款、社内規程及び会社の経営方

針・計画に沿って行われているかを検証し、具体的な助言・勧

告を行うことにより、会社の健全性の保持に努めています。

なお、当社は親会社であるNTTがニューヨーク証券取引

所に上場していることに伴い、2007年3月期より米国企業

改革法の適用を受けており、財務報告の信頼性の確保に向

けた取組みを進めています。加えて、2009年3月期より適用

される金融商品取引法の内部統制報告制度を踏まえ、グル

ープ全体の内部統制システムの強化・推進を図るため「NTT

データグループ内部統制推進委員会」を設立しています。

コンプライアンス推進体制

ステークホルダーから信頼される企業グループを目指し、

1998年に企業倫理の確立による健全な事業活動を行うこ

とを基本方針とする「NTTデータグループ倫理綱領」を策定

しました。また、倫理綱領の全社への浸透と徹底を図るため、

2002年には「取引倫理委員会」「社員行動倫理委員会」の2

つの倫理委員会を設置しました。

更に、総務部が中心となり、社内体制の強化や役員・社員の

コンプライアンス意識を醸成する啓発・教育活動を実施するほ

か、新入社員や新任管理職等の階層ごとの研修での講義、各

組織、各グループ会社のビジネス特性に応じたコンプライアンス

関連研修を随時実施することにより、NTTデータグループを挙げ

た企業倫理向上及び法令遵守の強化に努めています。

2008年3月期においては、仕入先に対する公正な取引

遂行に向けた意識向上を図る下請法の研修、「偽装請負」

防止の観点から、受託契約の適正化を学ぶ研修、NTTデ

ータグループ全体で内部統制の重要性を再認識するととも

に、グループとしての方針や考え方の浸透を図る内部統制

研修等をNTTデータ及びグループの全社員を対象とする

IBTによって実施しました。

また、法令や企業倫理等に違反するあるいは違反する恐

れのある行為に対して、当社グループで働くすべての社員・

協働者から相談・申告を受け、リスクの発生を未然に防止す

るため、2003年4月から、内部通報制度として「ホイッスル・

ライン」を開設し、健全な企業経営に取り組んでいます。

リスクマネジメント体制

事業活動に関わるあらゆるリスクを的確に把握し、リスク

の発生頻度や経営への影響低減を図るため、全社的な視

点からリスクマネジメントを統括・推進する「リスク管理統括

担当役員（CRO）」を設置、更にCROを補佐する役割として

リスクマネジメント体制が円滑かつ有効に機能するよう、リス

クマネジメント推進組織を設置しています。加えて、各部門が

それぞれの役割に応じて各種リスクに主体的・自主的に対

応できるよう、各部門及びグループ会社に「リスクマネジメン

ト推進責任者」を設置しています。

リスクマネジメントの実施状況については、各主管部門長

及びリスクマネジメント推進責任者が継続的に監視・監督を

行い、特に重要な事項については、各種委員会を設置して

継続的に監視・監督を行っています。また、取締役会、監査

役会、経営会議に報告を行い、経営にフィードバックすること

で、全社一体となってリスクマネジメントを推進しています。

経営や事業活動における様々なリスクを全社的視点から

特定し、発現の頻度及び経営への影響を勘案して、毎年、

重点リスク項目を定めています。また、重点リスク項目につい

ては目標の達成度、取組みの進捗を点検し、経営にフィード

バックしています。

2008年3月期は、一例として、NTTデータグループの情報

セキュリティに対する考え方と、これまでの取組みのうち特筆

すべきものを、NTTデータグループの情報セキュリティ報告書

の初版としてまとめました。情報セキュリティ報告書の発行は、

国内のシステムインテグレータとして初の取組みになります。

更に、輸出管理に関するリスクについては、継続的に取

り組んでいます。貨物の輸出や技術の提供に際しては、「外

国為替及び外国貿易法」に基づき、経済産業大臣の許可が

必要となる場合があります。これに違反した場合は、処罰や

罰金が科せられるばかりでなく、行政制裁（3年以内の輸出

禁止措置）や、取引先からの入札指名停止、当社の社会的

信用の失墜といった事態へ発展する可能性があります。

そのため、当社は「輸出管理規程」を定め、輸出管理体制

や輸出を行う場合の社内審査手続きを明確にして運用して

おり、海外展開に伴うリスクの低減に努めています。

（主要なリスクに関する具体的なリスクマネジメントの実施状

況は58ページをご参照ください。）
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監査役

取締役会

社長

監査役会

監査役室
第一公共システム事業本部

第二公共システム事業本部

ヘルスケアシステム事業本部

金融システム事業本部

金融ビジネス事業本部

リージョナルバンキングシステム事業本部

コミュニティバンキングシステム事業本部

決済ソリューション事業本部

製造ビジネス事業本部

流通・サービス事業本部

法人システム事業本部

法人コンサルティング＆マーケティング本部

郵政システム事業本部

ビジネスソリューション事業本部

基盤システム事業本部

国際事業本部

監査部

グループ経営企画本部

広報部

営業企画部

サービスイノベーション推進室

ITマネジメント室

SIコンピテンシー本部

ファシリティマネジメント部

総務部

人事部

財務部　

   IR室

経営会議

技術開発本部

　知的財産室

　システム科学研究所

購買部

ビ
ジ
ネ
ス
ユ
ニ
ッ
ト

お
客
様

法人分野の組織改革

●コンサルティングサービスの拡充を通して、お客様とともに

企業変革を推進していくため、新たに「法人コンサルティン

グ＆マーケティング本部」を設置しました。

●法人分野の取組みを最適化するため、従来の「製造・流

通ビジネス事業本部」「法人ビジネス事業本部」「法人シ

ステム事業本部」の組織体制を再編し、製造業向けビジ

ネスを行う「製造ビジネス事業本部」、流通・サービス業向

けビジネスを行う「流通・サービス事業本部」、テレコム業

界等のミッションクリティカルなシステム構築を行う「法人

システム事業本部」としました。これにより保有技術や業

務ノウハウのシナジー効果を高めるとともに、グローバル

企業への対応力強化などを通して、お客様により一層高

い付加価値を提供していきます。

サービスビジネス拡充への取組み

●新規サービスビジネスの立ち上げ、及び業界横断型のサ

ービス展開を推進するため、本社スタッフ組織として新た

に「サービスイノベーション推進室」を設置しました。

●従来、新規ビジネス開拓を狙っていた「ビジネスイノベーシ

ョン本部」が所掌する事業は、ビジネス展開の本格化に

伴い、よりシナジー効果を期待できる事業本部に移管し、

更なる事業成長を図ります。上記の機能・事業の移管を

受けて「ビジネスイノベーション本部」は解消しました。

国際事業推進組織の再編

●グローバルビジネスの更なる拡大を図るため、新たに「国

際事業本部」を設置しました。「国際事業本部」では、国際

ビジネスの経験と知見を組織として蓄積し、全社における

国際事業推進の中核的な役割を担います。

組織機構改革

組織機構図（2008年7月1日現在）
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社会とNTTデータ

NTTデータは1988（昭和63）年の発足以来、業界のリー

ディングカンパニーとして、日本の経済・社会を支える社会イ

ンフラを中心に、様々な分野の情報システムを開発・提供し

てきました。そして、システム構築の前提となる、新たな仕組

みづくりを創案する中で、行政や企業など幅広いお客様に対

して、様々なご提案を重ねてきました。

今や社会の隅々にまでITが浸透し、ITは経済・社会に欠

かせないインフラになりました。また、私たちが今直面してい

る、少子高齢化、医療福祉、災害、危機管理、地方の活性

化、情報格差等の課題に対して、ITの力が果たす役割はま

すます大きくなっています。

こうした中、これからもお客様や社会とともに持続的な成

長を遂げるには、これまで以上に自らを変革し、本業であるIT

を通じて企業の社会的な責任（CSR）を果たしていくことが

必要と考えています。

CSRに対する基本的な考え方

健全で透明な経営を行いながら、本業を通じて、以下の

役割・責任を果たし、社会の発展に寄与すること、そして自ら

も成長していくことがNTTデータグループの社会的責任であ

り、ステークホルダーの皆様からの信頼の獲得につながると

考えています。

1. 日本の経済・社会を支える社会インフラや人々の生活に

役立つシステムを提供している企業として、信頼性のある

システム・サービスを安定的に確実に提供していきます。

2. ITを活かして、未来の仕組みをつくり上げ、お客様や社会

にとっての新しい価値を生み出し、より豊かで調和の取れ

た社会、安心で安全な社会の実現に貢献していきます。

3. リーディングカンパニーとして（業界の責任のある担い手と

して）、IT投資の効果の考え方、IT人財の育成、開発力

の底上げなど、社会的な課題等に先駆的に取り組み、お

客様をはじめ様々なステークホルダーと協働しながら、お

客様、業界の変革・発展に貢献していきます。

当社グループは、様々な事業活動の取組みや成果を積極

的に開示していくと同時に、ステークホルダーの皆様とのコ

ミュニケーションを通じて、その声を最大限事業活動に組み

込み、社会からの期待に応えることができる企業グループを

目指しています。

当社の目指す姿と、その取組み

当社は、様 な々活動を通じて、「お客様と夢と感動を共有でき

る会社」「社員・家族が誇れる会社」「社会から尊敬される会社」

を目指しています。そのためにも、お客様や社員はもちろん、お

取引先や株主投資家の皆様、地域社会の皆様との積極的なコ

ミュニケーションを通じて、多様な声を経営に活かしていきます。

≫社会的責任を果たす

当社が提供する商品・サービスの領域や規模が拡大する

につれて、ステークホルダーに与える影響も大きくなります。

当社の直接のお客様であるユーザ企業だけでなく、その先

にいる一般ユーザの存在を踏まえて、当社の責務を果たして

いくことが必要です。中でも、情報システムの大規模化、ネ

ットワーク化が進む中で、社会問題となっている大規模シス

テム障害への対応等、システムの信頼性を確保することは、

社会インフラを数多く提供する当社にとって最も重要なテー

マです。

このために当社は、システム開発工程の標準化や全社的

な品質マネジメントシステムの構築に取り組んできました。そし

て2006年からは、「開発プロセスの透明化」、つまりブラック

ボックスとなりがちなシステム開発の「全体像」と、「仕様・品

質・進捗管理のルール」をお客様と共有する“見える化”を推

進しています。今後も、業界トップ企業の責任として“見える化”

を一層推進するとともに、障害発生時の回復時間等の品質

レベルを契約段階で十分に検討・合意していく新たなルール

づくりを、経済産業省や業界各社と連携しながら積極的に進

めていきます。

≫社員の働き方を改革する

当社が得意とする大規模システムの構築では、社員一人

ひとりの力量はもちろん、組織としての力が重要な役割を果

たします。そこで当社では、社員の能力開発に注力するとと

もに、多様な人材の自由闊達なコミュニケーションを通じて、

組織としての力が最大限発揮できるような風土づくりに努め

ています。具体的には、「社員満足度調査」を実施し、その声

をワークライフバランスの取組み等各種施策に取り入れてい

ます。ボトムアップの提案によって社内制度化された「テレワ

ーク」は、仕事と個人生活のバランスを取りながら、生きがい

を持って働くことができる環境づくりを目指す仕組みの1つで

あり、ダイバーシティの実現を目指したものです。
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2006年7月から開始したトライアルでは、「通勤に関する負担

が少ない」「家族とのコミュニケーションがとりやすい」といった効

果に加え、自律・自己管理的な働き方の向上が確認され、「仕事

の生産性・効率性が向上する」と答えた参加者が66%に上りま

した。こうした成果を踏まえ、2008年2月から全社員を対象に原

則月8回までのテレワーク制度の本格運用がスタートしています。

また、2005年度からは各職場で改善案を議論して行動す

る「NEXT活動」や、組織の壁を超えて社内コミュニケーション

を活性化する「社内SNS」等、ボトムアップで会社を改革する

活動にも力を注いでいます。

今後も、人財づくりと風土づくり、働き方の変革を一層推進し、

企業としての魅力、そしてIT業界そのものの魅力を高めていきます。

≫経営品質の向上を目指す

当社は、持続的に成長できる高い“経営品質”を持った企

業を目指しています。この経営品質の向上の根幹をなすのが

コンプライアンスです。当社のビジネスは、お客様だけでな

く、ビジネス・パートナーや業務委託先との多岐にわたる契

約関係のもとで行われます。これらステークホルダーとの適

切な関係の維持は、社会的な関心も高く、今後はますます

その公正さや透明性が問われます。当社は、「NTTデータグ

ループ倫理綱領」や「行動ガイドライン」を踏まえ、コーポレ

ート・ガバナンスや内部統制の体制強化を通じて、これら社

会の要請に応えていきます。

企業市民として

当社は、良き企業市民の一員として、社会貢献活動や環

境保護活動にも積極的に取り組んでいます。

≫社会貢献活動

当社は、健全な社会の発展に向けて、良き企業市民の一

員として企業の社会的責任（CSR）を積極的に果たすため、

福祉・自然環境・文化芸術等、幅広い領域において社員の

参加を重視した社会貢献活動に取り組んでいます。

●福祉分野

バレンタインチャリティイベントである「NTTデータ流バレ

ンタイン」では、福祉作業所でつくられたお菓子に寄付金を

つけて社内で販売し、社員参加による寄付活動を積極的

に展開しています。また、福祉作業所の皆さんが心を込め

てつくったお菓子は、株主総会の手土産として株主様へお

渡ししています。

●地域分野

これからの IT

社会を広げてい

く小学生を対象

に、当社が提供

する最新の“サ

ービス”や“しく

み”等、実際に

ITに触れること

で、「未来のしく

み」を体感してもらう「夏休みこどもIT体験」を実施しています。

また、中学生の職場体験学習の受入れや地域イベントである

「豊洲フェスタ」への参加等を通じて、地域の方々へ当社のIT

技術を分かりやすく紹介し、ITを身近に感じてもらうための取

組みを行っています。

●国際分野

毎年クリスマスに、社内のイントラネットを活用したチャリ

ティオークションを開催しています。オークションの収益金

は、世界の恵まれない子どもたちを支援しているボランティ

ア団体等に寄付しています。また、青年海外協力隊へ社員

を派遣する等のボランティア活動も行っています。

●「自然環境」分野

身近な自然に目を向けることを目的に「環境フォトコンテ

スト」を実施し、応募者数に合わせたマッチング寄付を自然

保護団体へ行いました。また、地球のことを考えるサイト

「Think the Earthプロジェクト」内のコミュニケーションペー

ジ“Think Daily”へ協賛しています。

●「文化芸術」分野

クラシックコンサート「NTTDATAコンサートオブコンサーツ」

を開催し、一般公募により多くの市民の方 を々無料でご招待

しています。

●緊急支援

2007年7月に発生した新潟県中越沖地震では、1日も早

く被災された方々が安心して生活できるように、新潟県共同

募金会を通じて被災者支援を行いました。

新潟県中越沖地震義援金　500万円

「夏休みこどもIT体験」の様子



≫環境保護に向けて

当社グループは、より豊かで調和の取れた社会の実現に

貢献するため、以下の3つの活動を柱に、環境保護活動を

推進しています。

●ISO14001の継続的改善活動

ISO14001については、1999年から全社的枠組みで環

境マネジメントシステムを構築し、全社を対象に認証を取得

して活動を展開してきました。2008年3月期末の段階で、

NTTデータ全組織及び25のグループ会社が登録し、2009

年3月期は、新たに1社が登録予定です。今後も、グループ

展開を推進していきます。

●企業プレゼンスの向上

2000年から発行してきました環

境レポートを、2006年からCSR報

告書に改め発行しています。

●社員の環境マインドの醸成

全社員へのe-ラーニングでの環

境教育や、環境川柳を募集してカレ

ンダーにするなど、イベントを通じて

の啓発活動を展開しています。

また、NTTデータグループとしても、企業市民の一員として

国民的プロジェクト（チーム・マイナス6%）へ参加し、地球温

暖化防止への取組みを推進しています。

事業としての環境保護活動としては、下記3点を柱としています。

・環境に配慮したシステム開発の推進

情報システムの導入前と導入後の環境負荷を、定量的に

評価できる「環境しろう」の活用を推進

・グリーン購買ならびに環境に配意した建築設計の推進

適用品目の拡大とともに、取引先の環境に対する企業姿

勢評価や製品評価を推進

・省資源・省エネ施策の展開、物品の利活用・リサイクルの

推進・廃棄物の削減

当社グループの事業として、事業所での省資源・省エネの

推進も行っていますが、製品やサービスそのものによる環境問

題へのソリューション・情報システムの提供も行っています。

グリーンITの観点で、データセンタの熱問題や増大するIT

機器による電力消費への対応として、データセンタの高効率

化・省電力化を促進するためのトータルサービス「グリーンデ

ータセンタ」を2008年1月より開始しました。

また、｢グリーンデータセンタ｣と連携して、NTTデータイーエ

ックステクノにおいて、データセンタ向け電源システムの高圧

直流給電化による省エネ技術研究を行っています。

環境情報提供サービス「エコロジーエクスプレス」は、環境

経営に必要となる様々な情報を日々提供しています。

NTTデータ経営研究所は、循環型社会及び低炭素化社

会の構築に向け、複雑多様化する社会環境問題解決のため

のコンサルティング・サービスを提供しています。

CSR報告書 2007
http://www.nttdata.co.jp/
corporate/csr/report/index.html
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当社データセンタ
（共通ＩＴ基盤サービス）

従来のデータセンタと比べて
年間2,000トンの削減を目指す
（削減率30％以上）

●  高効率空調設計
 空調解析による最適な高効率
 空調システムを採用

● 太陽光発電システム
 クリーンエネルギー導入による
 データセンタの負荷低減

● 高圧直流給電システム
 従来のUPSシステムを変換ロスの少ない
 高圧直流給電システムの検証を実施

●  高効率ラック設計
 冷気を閉じ込める方式で実現する
 高負荷・高効率ラックシステム

● 仮想化技術
 仮想化技術を活用し、IT機器リソースを
 シェアすることでIT機器の削減を実現

直流電源装置

AC DC

G
バッテリ

IT機器

DC CPU

「グリーンデータセンタ®」サービスで環境負荷低減に向けた取組みの実施
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分野別の営業概況

● 公共分野

売上高 前期比

2008年3月期実績 3,005 億円 -12.7%

2009年3月期計画 2,440 億円 -18.8%

●事業環境：横ばいもしくは微減

中央官庁の情報化予算額は減少傾向

が継続、安心安全分野、ヘルスケア

分野の投資は拡大の見込み

●注力ポイント

大規模システムの確実な更改受注に

よる収益基盤の確保

新たな情報化投資への取組み分野の

選択と集中

受注高 前期比

2008年3月期実績 2,861 億円 -13.6%

2009年3月期計画 1,460 億円 -49.0%

● 金融分野

売上高 前期比

2008年3月期実績 4,210 億円 +29.7%

2009年3月期計画 4,620 億円 +9.7%

●事業環境：微増もしくは横ばい

戦略投資、合理化・省力化投資が見

込まれるものの、金融市場の影響によ

り不透明感が出ている状況

●注力ポイント

共同利用型を中心とした基幹系及び

周辺系ビジネスの拡大

事業領域の更なる拡大に向けた取組

みの実施

受注高 前期比

2008年3月期実績 4,014 億円 +38.9%

2009年3月期計画 4,520 億円 +12.6%

● 法人分野

売上高 前期比

2008年3月期実績 3,248 億円 -6.7%

2009年3月期計画 3,660 億円 +12.7%

●事業環境：微増

企業のIT投資動向は、業種や企業規

模により差が出てきつつある

●注力ポイント

ITパートナービジネスへの取組み強化

グループ連携によるコンサルティング

及びソリューションビジネスの展開
受注高 前期比

2008年3月期実績 2,985 億円 -6.2%

2009年3月期計画 3,530 億円 +18.3%
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売上高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

中央省庁関係 276.4 294.2 246.7 185.0

地方自治体関係 35.5 33.4 35.5 38.0

医療福祉・その他 14.5 16.4 18.2 21.0

合計 326.5 344.2 300.5 244.0 

受注高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

中央省庁関係 165.6 279.3 221.4 89.0

地方自治体関係 29.2 37.1 35.6 37.0

医療福祉・その他 13.8 14.6 28.9 20.0

合計 208.6 331.1 286.1 146.0
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300.5

※ 2008年3月期以降の数値は、お客様の業態に従い分類を見直した値です。

（十億円）
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※ 2008年3月期以降の数値は、お客様の業態に従い分類を見直した値です。

（十億円）
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売上高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

個別システム 106.3 118.1 190.8 209.0

共同利用型システム 95.7 111.3 112.3 119.0

決済関連システム 43.1 48.6 63.0 70.0 

証券・生損保などの金融システム 29.3 46.4 54.7 64.0 

合計 274.5 324.5 421.0 462.0

受注高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

個別システム 113.7 110.8 179.6 194.0

共同利用型システム 94.6 120.3 135.8 174.0 

決済関連システム 5.9 10.5 22.4 26.0

証券・生損保などの金融システム 32.7 47.2 63.4 58.0 

合計 247.0 288.9 401.4 452.0

売上高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

テレコム 68.2 114.2 109.4 90.0

製造・流通 87.8 125.8 139.0 192.0 

サービス・メディア・運輸・建設 57.7 78.5 45.9 49.0 

その他 24.4 29.6 30.4 35.0

合計 238.2 348.2 324.8 366.0

受注高 （十億円）

2006（実績） 2007（実績） 2008（実績） 2009（計画）

テレコム 68.3 109.0 107.2 92.0

製造・流通 80.5 117.9 127.2 187.0

サービス・メディア・運輸・建設 51.3 64.5 39.3 42.0

その他 20.1 26.6 24.6 32.0

合計 220.3 318.2 298.5 353.0 



● 公共分野

取締役常務執行役員
公共分野担当
第一公共システム事業本部長

村松　充雄

公共分野の事業環境
2007年度の国内ITサービス市場は10兆2,967億円で、このう

ち公共分野は約1兆6,000億円、16.0%を占めるとみられま

す（ガートナー・ジャパン調べ）。また、内閣府IT戦略本部の調べ

によると中央省庁の情報化関連予算は2008年度1兆2,168億

円であり、2003年度以降微減の傾向にあります。

当社の見方
中央省庁では、情報化予算の縮小・凍結の動きは2009

年3月期も続いていますが、政府政策におけるITの重要さ

は今後も変わらず、中央省庁の業務・システム最適化の実

施及び「 IT新改革戦略」と、その施策をより具体化した

「政策パッケージ」及び「重点計画2007」で行政サービス、

医療、教育等の分野を中心に取組みを更に強化したこと

による投資増が見込まれます。

地方自治体では、基幹業務システムのダウンサイジング化

が更に進むとともに、2007年問題による稼動不足感なども

あり、ITコンサル需要、IT活用による業務効率化、共同アウ

トソーシング等の需要が期待できます。

ヘルスケア関連では、医療制度改革に伴う、レセプト関

連システム及び特定健診・保健指導関連システムを中心とし

た需要が拡大する見込みです。また、日本版EHR実現を目

指した地域医療連携等へのIT投資も拡大する見込みです。

このように、レセプトのオンライン化への普及促進の動向が、

ITサービス需要に最も大きな影響を与えると考えています。

日本のIT市場規模

事業展開の考え方
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4

2

0
公共市場　16%

公共 
28%

金融 
39%

法人 
30%

金融市場　24%

法人市場　60%

2008年3月期
売上構成比

公共市場の当社シェア
　約21%→維持

（兆円）

公共分野では、中央省庁の「最適化計画」等に伴う

システムのサービス開始に向けた、着実なシステム開

発が求められています。一方、中央省庁の情報化予算

の減少傾向が継続し、調達環境は今後厳しくなると見

込まれるため、事業構造を変革しなければなりません。

このためには、事業領域を顧客中心に見るのでは

なく、社会情報システムの領域（ドメイン）として捉え、

戦略を立てることが必要です。

そして、このドメインに対して当社の強みである従来

型SIやデータ通信サービスを軸に、サービス、企画型

SI、ソフトウェアを拡充するというのが、公共分野にお

ける「3本の矢」の考え方です。

この考え方をベースに、これまでの大規模かつミッ

ションクリティカルなシステムの構築・運用ノウハウや

資産を活かしながら、官民が共同または連携して利用

可能なプラットフォーム型サービスを展開していきます。

そのためにも、プロジェクトのリスク管理や技術支援

の体制を、これまでの顧客中心の体制からプロジェク

ト横断的な体制に強化し、リスクの予防措置と機動

的な対応を実現していきます。

更に、全社成長エンジンの1つであるヘルスケア分

野では、医療制度改革に伴う、レセプト関連システム

及び特定健診・保健指導関連システムを中心として、

需要の拡大を捉えたシステム構築に積極的に取り組

んでいきます。

従来の請負型SIやデータ通信サービス

中心のビジネス構造から、官民が共同

または連携して利用可能なプラットフォーム型

サービスの展開へと事業構造を

変革していきます。
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記録管理システムの更改データセンタ統合
（記録管理・基礎年金番号管理システム）

次期記録管理システム
基本設計業務

運用・保守

運用・保守次期航空貨物通関情報処理システム（Air-NACCS）の設計・開発

次期海上貨物通関情報処理システム
（Sea-NACCS）の設計・開発

官庁会計システムの設計・開発

次期監督安全衛生等業務システム及び
労災保険給付業務システムの設計・開発

職業安定行政関係システムの設計・開発

ハードウェア賃貸借

▲2008.1 統合実施

▲2011.1　
サービス開始▲2006.8

基本設計業務開札
・適用業務ソフトウェア
・徴収業務ソフトウェア

▲2008.10
公的年金と医療保険の分離

▲2006.9 開札

▲2006.8 開札
▲2009
サービス開始

▲2006.9 開札

▲2006.12 開札

▲2006.8 開札 ▲2011.3 終了

▲2010～2011にかけて順次サービス開始

▲2008 
サービス開始

▲2008
Sea-NACCSサービス開始

▲2009
Air-NACCSサービス開始

2006年

社会保険
オンライン
システム

通関情報処理
システム
（NACCS）

官庁会計システム
（ADAMS）

厚生労働省
システム

国税電子申告・
納税システム

2007年 2008年 2009年 2010年

最適化計画の主なシステムのスケジュール

最適化計画の主なシステムの受注状況

システム名 2007年3月期 2008年3月期
2009年3月期以降
調達計画

社会保険
オンラインシステム

ソフトウェア（基本設計）受注
> 適用業務
> 徴収業務

端末運用管理サービス受注
端末ハード受注
ＬＡＮシステム更改受注

詳細設計以降のソフトウェア
ハードウェア
運用・保守

通関情報処理
システム
（NACCS）

ソフトウェア、ハードウェア、運用・保守
一式受注

ソフトウェア、ハードウェア、
運用・保守一式受注
■次期NACCS機能追加
■府省共通ポータルソフト開発、
ハード賃貸借

—

通関情報総合判定
システム（CIS）

ソフトウェア更改受注 統合端末ソフトウェア開発受注 —

官庁会計システム（ADAMS）
ソフトウェア一式受注 ハードウェア賃貸借受注 運用・保守

厚生労働省
システム

ソフトウェア受注
> 監督・安全衛生等業務システム
> 労災保険給付業務システム
> 職業安定行政関係システム

— 職業安定行政関係システム（仮称）
ハード／運用

国税電子申告・納税システム
ハードウェア賃貸借受注 ソフトウェア（機能追加）
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公共分野におけるNTTデータの戦略：ドメインの設定と「3本の矢」での展開

公共分野では、「住民情報」「税務」「医療福祉」といった社会情報システムのドメインを設定しました。そして、事業部の枠を超

えてドメインを統括するドメインリーダーを配置し、ドメインごとの情報共有を徹底させています。これにより、中央省庁と地方自治

体の連携型ビジネスの開拓を促進していきます。

組織面でも、中央省庁と地方自治体に分かれていた事業部を統合し、主に公共地域ビジネスを手がけている9つの地域

会社と連携して、グループシナジーを追求することとしました。

社会ドメイン

官公庁

貿易
物流

公会計 航空
空港

税務 司法 医療
福祉

社会
保険

自動車 危機管理・
防災

住民
情報

特許 労働 教育

財
務
省
（
関
税
）

財
務
省
（
主
計
）

国
交
省
（
運
輸
）

国
交
省
（
建
設
）

国
税
庁

地
方
自
治
体

法
務
省

特
許
庁

厚
労
省
（
厚
生
）

厚
労
省
（
労
働
）

文
部
科
学
省

税情報プラットフォーム「Bizplat」

当社では、国税の「e-Tax」そして地方税の「eLTAX」の双方を手がけたノウハウと経験を活かして、この両者を連携した税

情報プラットフォーム「Bizplat」を開発しています。例えば、NTTデータ以外のベンダ製品との連携など、様々なステークホル

ダーが接続できる環境を整備し、それぞれのプレーヤにふさわしいサービスをSaaSとして提供します。そして、プレーヤの利便

性を満たすだけでなく、新たなビジネスチャンスが創出できるプラットフォームを構築していきます。

税情報プラットフォーム Bizplat

サービス群
NTTデータ
提供コンテンツ

審査納税ASP 達人Cube A社提供サービス

pufure Zaimon B社提供サービス

徴収力の知恵袋 … …

他社提供
コンテンツ

金融機関納税者

中央省庁

都道府県

市区町村

既存インフラ
e-Tax eLTAX CAFIS MPN コンビニ

士　業

確定申告
2,300万人

国税庁、
総務省など

1,842団体

300万社

税理士
7万人

企　業

個　人
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＞システムの概要

社会保険制度（国民年金、厚生年金、船員保険、政府管掌健康保険）の事務処理の

適正化と効率化を目的に、各種届出・照会などのオンライン処理、記録管理などを

行うシステム

システム名 社会保険オンラインシステム

被保険者総数：7,038万人、年金受給者総数：5,268万人（2007年3月末現在）

＞システムの概要

医療機関の電子レセプト（診療報酬明細書）データを機械的にチェックし、レセプト

院内審査業務の効率化と精度向上を図るシステム

システム名 レセプト院内審査支援システム

導入医療機関数：700施設、販売代理店数：23社（2007年3月末現在）

システム名 通関情報処理システム（NACCS）

システム名 官庁会計システム（ADAMS）

＞システムの概要

税関や関連業界、関連他府省をオンラインで結ぶことにより、利用者の法律的手続き

及び自社の情報活用を強力に支援し、我が国における国際物量の効率化・迅速化に

寄与することを目的としたシステム

＞システムの概要

国の予算執行等における会計事務の効率的な処理を目的としたシステムで、日本銀行、

会計検査院、各省庁のシステムと連携
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● 金融分野

取締役常務執行役員
金融分野担当

岩本　敏男

金融分野の事業環境
2007年度の国内ITサービス市場は10兆2,967億円で、このう

ち金融分野は約2兆4,000億円、23.7%を占めるとみられま

す（ガートナー・ジャパン調べ）。

当社の見方
大手金融機関では、メガバンクの再編に伴うシステム投

資はピークアウトし、投資対効果が早期に見込まれる分野

については積極的に案件化の動きがある一方、収益に結

びつきにくい分野への投資は収益環境が不透明なことから

やや慎重な姿勢がうかがえます。業種としては、IT投資動

向は増加傾向と言えますが、今後についてはサブプライム

ローン問題を発端とする金融市場の混乱の収束状況によ

るところが大きく、問題の影響が2009年以降も継続する場

合は、不安心理や信用収縮により戦略領域での投資意欲

が減退する可能性があります。

地銀等は銀行間での連携・統合が加速するものの、当面

はコスト削減に向けた共同化が継続します。ゆうちょ銀行

の登場、都銀の地方進出、地銀の他行商圏への進出など

により、複数銀行の連携等による新商品・サービスへの戦

略的投資を志向しています。これに加えて金融商品取引法、

バーゼルII、個人情報保護法等の制度対応・リスク管理の

ための情報系を中心とした、小規模投資が顕在化してきて

います。

証券は、全世界レベルでの信用収縮と国内株式市場の

低迷により、大手証券を中心に大幅な業績への影響が懸

念されます。このため、大半の証券会社では費用の削減が

公共 
28%

金融 
39%

法人 
30%

2008年3月期
売上構成比日本のIT市場規模

事業展開の考え方
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金融市場の当社シェア
　約14%→拡大

（兆円）

サブプライムローン問題等の影響により、今後の

金融機関のIT投資には不透明感が出てきています

が、他社との競争に勝ち残るため、戦略的投資、合

理化・省力化投資については今後も堅調に推移す

ると見込んでいます。こうした中、顕著になってきた

のが、コモディティ化してきた基幹系ではコストを抑

え、サービス増強により多くの経営資源を配分する

という傾向です。更に、金融商品取引法の施行や保

険窓販の全面解禁を背景にしたリスクマネジメント、

コンプライアンスの厳格化にも引き続き対応してい

くことが必要です。

このような状況下、当社は圧倒的な強みを持ち、

お客様の経営効率化に寄与する業界横断型共同利

用の基幹系ビジネスを伸ばすとともに、お客様の経

営戦略に貢献できる周辺系ビジネスの拡大、クレジ

ット決済サービスを中心にした社会に貢献できる事

業領域の拡大などに力を注いでいます。

そうした観点から非常に期待しているのが、オラ

ンダのGetronics N.V.から経営権を譲り受けて設

立したNTTデータジェトロニクス（株）です。同社を

通じて外為決済系ビジネスの拡大や、資金洗浄対策

ソリューションの対応を進めています。

業界横断型共同利用システムの拡大や

規制緩和・新技術への対応、決済サービスを

中心とした新たなビジネスの展開により、

お客様の経営効率化や経営戦略に

貢献していきます。
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必至となっており、証券会社のIT投資は制度対応（電子化／リスク管理強化）が中心となり、大半の証券会社において新規

IT投資案件はあまり見込めないと想定しています。

生損保では、本業の見通しが2007年末想定より厳しさを増しています。保険料は伸び悩みの傾向とともに株価の低迷は含

み減をもたらし、損保分野における投資意欲はマイナス傾向を示し始めています。一方で、生保分野における不払い問題に関

連するシステム投資ニーズは継続し、不払い問題対応を最優先したため先送りになっていた差別化投資や、企業価値向上のた

めのIT投資ニーズが顕在化してきています。

銀行向け勘定系パッケージ「BeSTA」

当社の強みである共同利用型システムを支えているのが、次世代標準バンキングアプリケーション「BeSTA」です。

「BeSTA」は、既に「地銀共同センター」における24時間稼動の運用実績があり、機能の先進性や運用の安定性で高い評価

を得ています。今後は、3行共同利用や新共同センターへの展開により「BeSTA」利用行の更なる拡充を図るとともに、提供

範囲や戦略的連携の拡大を進めていきます。

BeSTA※1

低価格

高い安全性の確保

ワンストップチャネル商品開発の迅速化

事務プロセスの
見直し

24時間365日運転システム面に
おける優位性

顧客セグメントフレキシブルな
営業体制

マルチユーザ柔軟性

先進性拡張性

3行共同利用
3行※3

～共同化範囲の拡大～

BeSTA
の
展開

共同開発
戦略的連携

BeSTA
の
展開

地銀共同センター
13行※2

数の拡 大： 参加行は、14行（2007年3月末時点）から22行（2008年4月現在）に拡大！

範囲の拡大： 営業店システム・インターネットバンキングをはじめとした、共同化の対象範囲拡大！

連携の拡大： 参加行のIT以外の商品面・営業面等を含めた戦略的な連携の拡大！

～参加行の拡大～
秋田銀行・足利銀行が
新たに参加表明

新共同センター
6行※4

～BeSTAを適用した
新共同センター検討の合意～

※1  BeSTA（NTTデータ次世代標準バンキングアプリケーション）：当社が開発した業態を超えて共通的に適用可能なバンキング・アプリケーション。
※2  地銀共同センター参加行：青森銀行、秋田銀行、荘内銀行、岩手銀行、足利銀行、千葉興業銀行、北越銀行、福井銀行、京都銀行、池田銀行、

四国銀行、西日本シティ銀行、愛知銀行の13行。
※3  3行共同利用参加行：横浜銀行、北陸銀行、北海道銀行の3行。
※4  新共同センター参加行：神奈川銀行、但馬銀行、東京都民銀行、東北銀行、富山銀行、長野銀行の6行。

地銀共同「BeSTA」の特徴
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外為決済系システムの拡大

当社の金融機関向けビジネスの推進において、かねてからの課題であった外為決済系ビジネスのノウハウの拡充が、NTT

データジェトロニクス社※1の取得を通じて実現することになりました。これにより、外為ASPサービスを中心とした既存ビジネ

スの拡大やSWIFTを中心にした外為決済系ビジネスの拡大のみならず、メガバンクを中心にしたジェトロニクス社の既存顧客

に対するビジネスチャンスが拡大しました。

外為ASPサービスを中心とした既存ビジネスの拡大 SWIFT※2を中心にした外為決済系ビジネスの拡大

インターネット SWIFT

取引先企業 海外決済銀行国内金融機関外為ASPサービス

既に60金融機関で導入済みであり、今後更なる拡販を目指す メガバンクを中心としたジェ
トロニクス社の既存顧客と
のビジネスチャンスの拡大！

（2008年4月末現在）

:１～２機関導入

外為システム

アンチマネーロンダリング

SWIFT接続

:３機関以上導入

当社の外為関連ビジネス

※1  ①旧社名 ジェトロニクス株式会社（Getronics N.V.より経営権を譲受）②資本金8.3億円 ③発足日2007年5月9日 ④従業員数 約450名
※2  SWIFT（Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication）：銀行間の国際取引に係る事務処理の機械化、合理化及び自動

処理化を推進するため、参加銀行間の金融取引に関するメッセージをコンピュータと通信回線を利用して伝送するシステム。1973年5月設立（本部
ベルギー）。日本は1981年3月に接続。2006年12月末現在、207ヵ国、約8,100の金融機関が参加。日本からは261の金融機関が参加。

＞システムの概要

金融機関相互間の内国為替取引をオンライン処理するシステム

システム名 全国銀行データ通信システム

参加金融機関：1,499金融機関　年間取扱件数は１営業日平均５００万件を超える

38



＞システムの概要

金融機関の保有するATM（現金自動預け払い機）／CD（現金支払い機）の相互利用

取引電文（現金支払・残高照会及び口座名義人確認など）を中継するためのオンライン

サービスと、取引金額などの資金決済業務を提供

システム名 統合ATMスイッチングサービス

接続契約者数は、約140金融機関*。各業態加盟金融機関及び非加盟の
一部金融機関が接続中 *信金、信組などはシステムセンタ単位でカウント。取扱件数は、約7,000万件／月

＞システムの概要

入金通知などの顧客への連絡、顧客からの残高照会などに対応する応答、保有口座

からの振込・振替などの金融業務を担うシステム

システム名 ANSER

全国で500以上の金融機関が利用。月間トラヒック件数は7,000万コールに上り、
企業を中心に利用数がますます増加する傾向にある

＞システムの概要

クレジットカード会社や金融機関、小売店などのカード加盟店を相互に幅広くオンライ

ンで接続するシステム

システム名 CAFIS

接続会社数・取引量とも日本で最大級のカード決済総合ネットワークシステム

月間トラヒック数は2億件を上回る

＞システムの概要

代理店・保険会社ならびにASP事業者を結ぶ、生損保業界共通のWebベースのネッ

トワークインフラ

システム名 保険共同ゲートウェイ

生損保合わせて49社が参加利用。また、金融機関を含め約14,500社以上の
代理店が利用

39



● 法人分野

取締役常務執行役員
法人分野担当
製造ビジネス事業本部長

荒田　和之

急激な原油高や円高など、企業を取り巻く環境は

厳しくなってきています。こうした環境下において事

業を継続的に発展させるために、事業を支えるITへ

の短納期・コスト低減傾向が顕著になる一方、企業

の変革、事業構造の変化に向けて、ITの視点からお

客様とともに考えるパートナーが求められています。

法人分野では、お客様事業の発展に貢献する

「真のパートナー」となるために、次のような改革に

取り組んでいます。

●日系グローバル企業へのITサポートサービス提供

に向けて海外拠点を拡充します。

●付加価値の高いコンサルティングにより、お客様

の事業変革に貢献します。

●短納期・低コスト等の ITニーズに対応すべく、

ソリューションの体系化・品揃えを推進します。

●顧客企業との資本提携型ITパートナービジネスに

より、事業の発展に貢献します。

これらの変革の実現にあたっては、当社グループの

総合力を活かし、お客様満足度No.1を目指します。

企業を取り巻く事業環境の変化や多様な

ITニーズに対応すべく、グローバルビジネス、

コンサルティング、ソリューション事業を

強化するための変革を行い、お客様の

ビジネスを支える真のパートナーを目指します。

法人分野の事業環境
2007年度の国内ITサービス市場は10兆2,967億円で、このう

ち法人分野は約6兆2,000億円、60.3%を占めるとみられま

す（ガートナー・ジャパン調べ）。

当社の見方
国内景気の減速に伴い、企業のIT投資動向は業種や企

業規模により差が出てきつつありますが、全体的には微増傾

向とみています。

当社は、グループのパワーを結集し、グローバルマーケット

への取組みやコンサルティング及びサービスビジネスの本格

展開を進めます。

テレコムでは、大規模システムの開発はピークを過ぎ、一

巡感がありますが、NGN上での新規サービス創出に伴う需

要が見込まれます。

製造では、急激な円高の影響等により、コスト低減のニー

ズが強く、ITアウトソーシングに対する需要が堅調に増加して

います。基幹系システムとしてはSCM導入・強化ニーズは根

強く、グローバル・サプライチェーンの最適化等への取組み意

欲は堅調です。

流通・サービスでは、個人消費の低迷と原材料高等により、

IT投資が慎重になっています。流通業では再編が進む中、商

品情報システム等の情報提供基盤構築のニーズが顕在化し

ています。

また、B2C販売系システムの継続強化ならびにカード産業

と連携させたポイントサービス等、鉄道・航空や流通業等の

異業種連携のための基盤システム構築ニーズが見られます。

日本のIT市場規模

事業展開の考え方
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グローバルも含め拡大

（兆円）
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グローバルビジネスの本格展開とグループシナジーの強化

当社グループビジョン｢Global IT lnnovator｣のもと、北米、欧州、中国・東南アジアの3極にサービス体制を構え、日系グ

ローバル企業のITサポートサービスを中心に、本格的な海外展開を進めています。

アジア地域では、中国、タイ、マレーシア、ベトナムに現地法人を設立し、オフショア開発拠点としての役割に加え、当社が

強みとするグローバルSCMの構築ノウハウやプロジェクト・マネジメント力を活かし、基幹系システムの構築から保守運用サー

ビスまでをご提供しています。更にサービスの厚みと幅を増すために、各国のNTTグループ現地法人とも連携し、通信インフ

ラからアプリケーションまで幅広くお客様のニーズをカバーしています。

北米・欧州では、日系グローバル企業からのご要望にお応えするため、ERP構築への対応をはじめとするITサービス支援

体制を確立しました。

今後も、更なる拠点の拡充を図るために現地有力企業との資本提携に取り組むなど、積極的な対応を進めると同時に

グループシナジーを追求し、グローバルなサービスプラットフォームを形成していきます。

日系グローバル企業　海外拠点

● ITシステム導入・定着支援、保守・運用サポート

● 基幹システムのロールアウト等導入、活用・定着～保守運用サービス

● ITを活用した業務改善コンサルティングサービス

上海
大連　他

シカゴ
シンシナティ

ドイツ
イギリス
スペイン　他

タイ
マレーシア
シンガポール
インドネシア

ベトナム

NTTデータ
イーストネット

NTT DATA  
Asia

NTT DATA 
Malaysia

NTT DATA 
Vietnam

itelligence AG

中　国 東南アジア 北　米 欧　州

NTTデータによる機能連携
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コンサルティングサービスの価値向上

昨今、「業務プロセスの改革」をIT投資の最大の目的に掲げる企業が多くなってきました。私どもに求められる役割も、単

なるシステムベンダやシステムインテグレータという枠を超え、事業変革も一緒に考えてくれるパートナーへと変化して

きており、コンサルティングのご要望も増加しています。こうした状況に対応して当社では、グループ会社のNTTデータビジ

ネスコンサルティングやザカティーコンサルティングのパワーも結集してコンサルティング体制の戦略的拡充に取り組み、

お客様の「変革」を支援しています。

ソリューション体系化への取組み　　～次世代エンタープライズソリューションスイート biz∫TM（ビズインテグラル）～

経営環境の変化サイクルの短期化や景気の減速に伴い、ITに関して短納期・低コスト化を重視するお客様の声が多くなっ

ています。こうしたニーズを受け、NTTデータグループのノウハウ・強みを結集してお客様の課題に幅広くご対応できるソリュー

ションを品揃えします。更に、企業変革のサイクルをサポートする業務改革コンサルティングや、ソリューションの導入・活用支

援等のプロフェッショナルサービスを併せてご提供することで、お客様のご要望にお応えしていきます。

「プロフェッショナルサービス」＋「SOA※1ソリューション」＝「biz∫TM（ビズインテグラル）」
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※1  SOA（Service Oriented Architecture）：サービス指向アーキテクチャの略。ビジネス環境の変化へ素早く応じるためのシステ
ムのアーキテクチャ。

※2  BPM（ビジネスプロセスマネジメント）：複数の業務プロセスや業務システムを統合・制御・自動化し、業務フロー全体を最適化するため
の技術。

※3  BI（ビジネスインテリジェンス）：企業の中に蓄積された膨大なデータを集約、分析、整理し、生産性を上げたり経営に活かすこと。

企業情報ポータル　intra-mart®

ワークフロー制御　intra-mart®

BPM※2　intra-mart®（Intalio）

帳票・FAX etc.

会　計 人　事 etc.

データ連携サービス群 分析サービス群

BI※3

経営
パフォーマンス管理SCAW®　etc.

Enterprise Service Bus

W
eb

 P
latfo

rm
　

intra-m
art

®

標準マスタ

対外接続
インターネット

既存システム
アダプタ

IT活用診断

IT投資効果評価

改革定着化評価

業務改革コンサルティング

ソリューション評価・選定

導入計画策定

ソリューション活用支援

改革定着化支援

オペレーション支援

ソリューションインテグレーション

マスタセットアップ

活用教育支援

企業変革の
サイクル

プロフェッショナルサービス SOAソリューション

評価・改善 企画・立案

実行・定着 準備・移行

システム共通サービス群

計　画

調　達 製　造 販　売 etc.

設　計 顧客管理

メール etc.

申　請 検　索 在　庫

ID管理 認　証 運　用

コミュニケーションサービス群
intra-mart®

プロセス連携サービス群



顧客（パートナー）

親会社以外の顧客へのビジネス拡大（外販拡大）

NTTデータ

●お互いのコア・コンピタンスを融合し、共同で
新規事業を展開

三者の
Win－Win－Win

を実現

リレーション深化

●システム子会社の譲渡による
本業への経営資源集中
●システム子会社の自立・成長

●大手企業の情報システムのアウト
ソーシング獲得
●事業リソース、技術ノウハウ、法人
分野の業務ノウハウ等の獲得

自社の得意技、NTTデータのマーケットチャネル等を活かし、事業を拡大

情報システム子会社

顧客企業との資本提携型ITパートナービジネスへの取組み

顧客企業にとって、自社の情報システム子会社がIT人材を採用・育成し、めまぐるしく進展するITの高度化や企業の経営課

題に迅速に対応し続けられるか否かが、大きな課題となっています。

当社では、提携を通じて情報システム子会社の人材育成・開発力の強化等に取り組むとともに、お客様企業のIT機能強化

に対して強力なサポートを行い、事業の発展に貢献します。

ITパートナーによる連結子会社数の推移（法人分野）
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ム
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ー
ト
ウ
ェ
イ

IP放送サーバ

VODサーバ

他社NGN

ISP事業者

IP放送

VOD

電話・TV電話

ISPアクセス

NGN
Next Generation Network

NGNオペレーションシステム

2005/3 2006/3 2007/3 2008/3

連結子会社数 5社 8社 10社 10社

2008年3月、NTTグループは世界に先駆けてNGN

の商用サービスをスタートさせました。当社は、NTTグ

ループの一員として、「NGNオペレーションシステム」の

開発を通してNGNを支援しています。

2008年3月に稼動を開始した「NGNオペレーションシ

ステム」は、光2,000万加入時代を支える基盤システム

で、24時間365日フル稼動のミッションクリティカルなシ

ステムです。サービス中心型アプローチ（SOA）のコンセ

プトに基づき、ESB／BPM化を採用することにより、新

サービスへのフレキシブルな対応やネットワークリソース

のタイムリーな管理・設定をコストミニマムで実現し、付

加価値サービスを提供するNGNを支えています。

NGN（Next Generation Network、次世代ネットワーク）への取組み
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重点1では、顧客提案の価値向上を狙いとし、データ分析

による経営課題の解決や超上流コンサルティングに取り組

んでいます。重点2の狙いは生産性向上であり、統合開発

メソドロジー（方法論）の策定等に取り組んでいます。重点

3、4では、事業領域の拡大・創出や強み技術の着実な事

業貢献を狙いとしています。

これら重点項目のうち、最も注力しているのが、開発プロ

セスの変革に向けた「ソフトウェアの開発スタイルを変革す

る技術」です。2007年10月にソフトウェア工学に関する研究

開発組織を再編成し、技術開発本部内の「ソフトウェア工学

推進センタ」を40名体制から100名を超える体制に強化しま

した。ソフトウェア工学推進センタでは、①全社統一の統合

開発メソドロジーの策定、②統合プロジェクト・マネジメント

環境の整備、③フレームワークと開発環境の整備・拡充、

④試験プロセスの改善、⑤要求工学、⑥ソフトウェア工学

教育の実践、⑦開発プロセスの“見える化”の7つの分野

を重点施策として取り組んでいます。

研究開発活動
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NTTデータの研究開発は、事業に直結した技術開発の促進に注力しています。当社のR&D部門となる「技術

開発本部」では、創出した自前の技術の事業への積極的な導入を進めており、自ら事業化まで手がけることもし

ています。また、NTTと研究開発を連携することにより、基盤的研究開発テーマを応用し、お客様にご利用い

ただけるソリューションへと展開することもしています。中期経営においては「量（売上高）から質（仕事のやり方・

価値創造ビジネス）への転換」の方針のもと、次の4つの重点化R&Dテーマを掲げて取り組んでいます。

今中期のR&D：4つの重点

重点1
「お客様のIT投資の変革を促す技術」

顧客提案の価値向上

重点2
「ソフトウェアの開発スタイルを変革する技術」

生産性向上

重点3
「インフラ／サービス形態の変革に対応する技術」

事業領域の拡大

重点4
「これまでの強みの技術領域の活用」

中期経営方針

量（売上高）から質（仕事のやり方・
価値創造ビジネス）への転換

顧客提案の価値向上
飛躍的な生産性向上

新たな技術・社会トレンド

「つくる・所有」から
「組み合わせる・利用」への変革

NGN、SaaS、Web2.0・・・

経営方針を
踏まえた
重点化

トレンドを
踏まえた
重点化

中期経営の重点化R&Dテーマ
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ソフトウェア工学に関する取組み

研究開発成果を全社統一の統合開発メソドロジーのもと

に体系化する取組みを開始しました。

業界活動としては、当社を含むSIベンダ9社で構成される

「実践的アプローチに基づく要求仕様の発注者ビュー検討

会」において、システム開発における受発注者間での仕様の

合意形成を目的とし、外部設計仕様の分かりやすい記述方

法（工夫・コツ）をまとめた｢発注者ビューガイドライン（画面編、

システム振舞い編及びデータモデル編）｣を策定し、公開し

ました。

また、システム開発における当社のノウハウを結集したソ

リューション「TERASOLUNA®（テラソルナ）」のうち、アプ

リケーション開発基盤である「TERASOLUNA®フレームワーク」

のオープンソースソフトウェア化を開始し、システム開発の手順

書である「TERASOLUNA®開発プロセス」の概要を公開し

ました。

このほか、文部科学省「先導的ITスペシャリスト育成推進

プログラム」に基づく、連携大学での高度IT人材育成カリキ

ュラムの講義を継続するとともに、実践的なソフトウェア工学

教育のテキストである『実例で学ぶソフトウェア開発』を出版

しました。

ビジネスインテリジェンスに関する取組み

企業や公共組織等に蓄積された膨大なデータを分析して、

業務改善に役立てるためのデータ分析技術について取組み

を進めました。具体的には、企業システム内に存在するデー

タ資産を分析し、お客様の業務改善や新規ビジネス創造を

サポートする分析統合フレームワークにおいてニーズが高ま

っている将来予測型フレームワークの有効性検証や、分析ロ

ジックの高度化を行いました。

また、大量のWebデータや文書データを高速・高精度に

収集し、検索するための情報検索プラットフォームに関する

開発の取組みを進め、文書処理技術を活用した文書審査コ

ンポーネントを開発し、保険金請求や契約書照会といった文

書審査系業務への適用性の検証を行いました。

インテグレーションアーキテクチャに関する取組み

NGN（次世代ネットワーク）、SaaS（サービス提供型ソフト

ウェア）によるサービスインテグレーションビジネスの拡大に

向け、データセンタの運用自動化と信頼性の向上を実現す

るサービス提供基盤の開発に取り組みました。

また、要件定義工程におけるセキュリティ要件導出を支援

するリスク分析ツールを開発し、システム開発の各工程にお

いてシステムのセキュリティを維持、確保するためのセキュア

システム開発方法論の構築に取り組みました。

社会的提言活動に対する取組み

政策提言を通じたIT関連市場の形成を目的とした取組み

として、医療、福祉分野の情報化における課題を整理しまし

た。また、ICT（ Information and Communication

Technology、情報通信技術）の役割がインフラ整備から企

業変革の段階へとシフトし、知識基盤型経済が進む中、業

務構造、就労環境、経済・生活拠点において、「知識集約業

務の進展と拡大」「オープン型就労環境の定着」「都市圏の

拡大とバランス維持」の3つの潮流に着目し、持続可能な社

会のあるべき姿を提言しました。更に、災害分野においては、

インフォメーションとインテリジェンスを区別することにより、

人々の判断・行動に変化を促し、より効果的な災害対策に

結びつけるよう提言しました。

基盤開発に関する取組み

強みを持つ技術領域の強化を目的として、ディスクレスPC

を利用することで情報漏洩を防止し、端末運用管理の効率

化を実現する一方、処理負荷の高い3D－CADアプリケー

ションの動作に対応する等高いユーザビリティを持ったネット

ブート型シンクライアント技術の検証を行い、クライアント数

百台規模での実用性を確認しました。

オープンソースソフトウェアに関する取組み

オープンソースソフトウェア（OSS）を活用したシステム構築

基盤の開発・サポート体制整備のための専門組織である「オ

ープンソース開発センタ（OSDC）」において、中小規模シス

テム向けのフルオープンソースソフトウェア基盤である

「Prossione」の適用を推進するために構築方法論を整備す

るとともに、よりミッションクリティカルな領域でのフルオープ

ンソースソフトウェアによるシステム構築実績の拡大に向け、

故障解析機能、運用保全機能、高可用性基盤の検証作業

を実施しました。

また、「NTTデータグループ・オープンソーススクエア」サイトを開設し、

「PostgresForest®」をはじめ、「TERASOLUNA®フレームワーク」、

その他、AJAXフレームワーク｢マスカットTM｣、運用監視ツー

ル「H i n e m o s ®」、セキュアなL i n u x環境を実現する

「TOMOYO®Linux」等、数多くのOSS関連のプロダクトを紹

介しました。



知的財産活動への当社の考え方

当社における知的財産活動の目的は、事業に有益な知

的財産権を確保することにより、事業の自由度を確保しつ

つ当社商品・サービスの差異化を図り、市場における競

争優位性を確保することにあります。

一方、事業を推進する上で、他社の知的財産権の侵害

防止に努めるとともに、お客様や取引先からお預かりした

営業秘密を確実に管理、保護することも重要なテーマです。

このような取組みを着実に重ねていくことが、当社の企業

価値の向上につながるものと考えています。

知的財産活動

当社グループは、知的財産を重要な経営資源の1つであると考えています。知的財産を適切に管理するこ

とにより、当社商品・サービスの市場競争力を向上させるとともに、お客様にも信頼してご利用いただくため

の活動を推進しています。

「営業の上流から開発に至る一貫した知的財産保護と活用」

知的財産の
取得・管理

侵害リスク
の低減

・既存SI等で蓄積したノウハウの活用促進
・業務プロセス及び社内システムへの知財活動の組込み
・知財権利化の一定ボリューム確保

・教育、啓発活動の継続的な実施
・他社の知的財産権の尊重と、侵害防止確認の徹底
・社内及びグループ内での連携

知的財産活動への取組み
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知的財産活動の推進体制

知的財産活動を推進する専任部門として知的財産室を

設置するとともに、事業部門には知的財産担当者を、当社

グループ企業には IPコーディネータ（ IP: Intel lectual

Property［知的財産］）を配置しています。このような体制

のもとで、知的財産に関わる各種コンサルティングの展開

や、知的財産を事業に役立てていくための情報提供等を

行っています。

また、総務部コンプライアンス推進部など社内関連部門

や社外の専門家と連携し、知的財産に関わる各種リスクに

対して迅速かつ適切に対応する体制を整えています。

NTTデータ

技術開発本部　

 　知的財産室

・権利化支援
・教育・啓発
・情報提供

事業本部　

 知的財産担当者

事業本部　

 知的財産担当者

グループ会社　

  IPコーディネータ

グループ会社　

  IPコーディネータ

社内事業本部、グループ会社との連携体制
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知的財産の現状

〈特許〉2008年3月期の特許出願の多くは、自社サービス及

び数年後の実用化を想定した技術に関するものです。下図

は、2008年3月期の特許出願動向を示しており、内訳として

はビジネス関連技術、情報分析・活用技術に関するものが

多く、事業部門における自社サービス実現技術や、研究開発

部門における研究開発成果について出願しています。

特許出願を検討するにあたっては十分な先行技術文献調

査を行い、厳選して出願するようにしています。

特許の権利化については、自社構築システムの状況や業

界・他社動向等を注視しながら、当社製品・サービスの差異

化・競争優位性の確保を第一に行っています。当社は、2008

年3月末現在で、国内で約400件の特許権を保有しています。

なお、当社では事業に貢献した特許に対しては、その貢

献に見合った対価を発明者に対して上限なく支払うこととし

ています。この制度は、社員が事業に貢献する発明を生み

出す意欲を更に高める効果を狙ったものです。

〈商標〉当社のブランドを守り、更にブランド価値を高めるた
め、商標権を適正に取得するとともに、第三者による権利侵

害や希釈化の防止に努めています。当社は、2008年3月末

現在、国内で約1,100件の商標権を保有しています。

知的財産の取得・管理及びリスク低減への取組み

〈知的財産の取得・管理〉当社は、知的財産の取得・管理
方針について、取扱規程やガイドライン等を整備し、運用して

います。また、社内の開発標準に知的財産関連の項目を組

み込むなど、知的財産の取得・管理方針を日常業務に反映

するように努めています。

なお当社では、知的財産権のみならず、その他多様な研究

開発、業界ノウハウに関わる情報についても社内で適切に管

理するとともに横断的に活用して、各種システムの品質向上

や開発原価の低減に役立てていきたいと考えています。その

ための情報共有体制として、社内Webサイトによるソリュー

ション情報共有環境等を構築しています。

更に、親会社であるNTTの研究開発成果から生み出され

る知的財産も積極的に活用することで、当社のコアコンピタ

ンスの更なる強化を図っています。

〈リスク低減〉他社権利の侵害を防止するための取組みとし
て、システム構築時に他社特許権侵害がないかを確認する

ための項目を、リスク審査制度の中に組み込んでいます。ま

た、侵害防止の観点を取り入れた、全社員向け知的財産

Web研修を実施し、知的財産に関わる権利侵害防止のた

めの知識や認識の社内浸透に努めています。

一方、お客様からお預かりした営業秘密や、当社ノウハウ

等の流出を防止するために、情報セキュリティポリシーの制

定、アセスメントの実施、「NTTデータグループ倫理綱領」へ

の反映等を行い、管理を徹底しています。

ビジネス関連
35%

情報分析・活用
22%

その他
24%

セキュリティ・認証
19%

2008年3月期特許出願動向（技術別比率）

・サービスアイデア、差異化技術等の創出
・業務ノウハウ、システム構築ノウハウ等の創出

・ライセンス等による事業自由度の確保と収益への貢献
・知的財産権保有によるサービスの安定的提供と拡大

・知的財産権の戦略的確保
・機密情報・営業秘密等の管理、保護
・他社権利侵害の防止

知的財産のサイクル

創　造

活　用 保　護

知的財産活動・展開
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連結財務6年間のサマリー
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社
3月31日に終了した1年間

（百万円） （千ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

会計年度：

売上高 ¥   832,109 ¥   846,706 ¥   854,154 ¥   907,281 ¥1,044,918 ¥1,074,405 $10,744,050

システムインテグレーション事業 671,256 685,454 689,847 720,078 830,777 834,972 8,349,720

ネットワークシステムサービス事業 60,262 57,794 56,612 62,158 69,083 75,503 755,030

その他の事業 173,883 177,721 186,502 210,797 236,564 269,401 2,694,010

消去又は全社 (73,292) (74,263) (78,807) (85,752) (91,506) (105,471) (1,054,710)

売上原価 622,072 637,911 648,396 682,224 786,327 813,343 8,133,430

営業利益 61,544 59,725 39,288 46,867 90,250 95,912 959,120

税金等調整前当期純利益 50,933 44,441 32,144 42,016 85,769 51,493 514,930

当期純利益 28,562 26,956 20,110 28,191 50,637 30,455 304,550

受注高 843,571 750,796 658,161 723,674 967,901 1,012,278 10,122,780

設備投資額 171,017 148,923 110,821 112,146 139,565 176,826 1,768,260

減価償却費及び固定資産除却損 158,523 165,281 161,942 153,303 144,267 150,375 1,503,750

研究開発費 18,224 15,350 16,542 17,307 11,307 10,749 107,490

フリー・キャッシュ・フロー 67,180 44,044 60,712 53,116 83,305 39,653 396,530

EBITDA 220,067 225,006 201,230 200,170 234,517 246,287 2,462,870

会計年度末：

有形固定資産：取得価額 1,008,791 813,868 819,984 820,609 886,663 966,741 9,667,410

（控除：減価償却累計額） (607,447) (468,534) (498,095) (513,193) (547,048) (589,931) (5,899,310)

長期債務 313,860 271,920 235,845 200,656 185,785 142,637 1,426,370

負債合計 679,872 600,318 557,092 550,727 540,745 630,847 6,308,470

自己資本 435,715 458,846 473,982 495,703 534,917 548,134 5,481,340

総資産 1,118,401 1,065,549 1,038,571 1,056,337 1,087,347 1,193,827 11,938,270

（円） （ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

1株当たり情報：

当期純利益 ¥  10,152 ¥    9,578 ¥    7,139 ¥  10,024 ¥ 18,053 ¥  10,857 $   108.57

純資産 155,304 163,550 168,947 176,695 190,701 195,413 1,954.13

その他の情報：

売上高営業利益率（%） 7.4 7.1 4.6 5.2 8.6 8.9 —

売上高当期純利益率（%） 3.4 3.2 2.4 3.1 4.8 2.8 —

自己資本当期純利益率（%） 6.7 6.0 4.3 5.8 9.8 5.6 —

総資産当期純利益率（%） 2.6 2.5 1.9 2.7 4.7 2.6 —

EBITDAマージン（%） 26.4 26.6 23.6 22.1 22.4 22.9 —

自己資本比率（%） 39.0 43.1 45.6 46.9 49.2 45.9 —

従業員数（人） 15,971 17,389 18,720 21,308 22,608 23,080 —

（注）1. EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋固定資産除却損
2. 1株当たり当期純利益及び1株当たり自己資本の算定にあたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用したことから、すべての期間にわたって算定し直しております。

3. EBITDAマージン＝EBITDA÷売上高
4. 便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しております。

財務セクション
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■ 2008年3月期の経営環境
2008年3月期（当期）における我が国の経済は、高水準の企

業収益を背景に設備投資が増加するなど、景気は概ね緩やか

に拡大しましたが、当期後半以降、サブプライム住宅ローン問

題等を背景とする米国の景気減速や市況の低迷、原油価格の

上昇等により、先行きに対する不透明感が増しています。

情報サービス産業においては、お客様のROI重視の姿勢は

依然強いものがありますが、金融機関を中心とした基幹系シス

テムの構築需要や、コンプライアンス関連のシステム投資需要

等により、金融機関や製造業でのソフトウェア投資が堅調に推

移しました。一方、需要の増加によるエンジニアの不足感を背

景に、人材の安定的な確保が引き続き課題になっています。

■経営施策の取組み状況
このような状況のもと、当社グループは、『変革の先進企業』

を目指して「量（売上）から質（仕事のやり方、価値創造ビジネ

ス）への転換」を図り、「お客様満足度No.1の追求」を実現する

べく、中期経営の主な取組みとして、「営業の変革」、「開発プロ

セスの変革」、「グループ経営の効率的な推進」、「低採算ビジネ

スの見直し」、「成長エンジン」、「人財育成」を推進しました。

○営業の変革

この取組みとして、「営業企画室」を「営業企画部」に改組し、

営業企画部を中心に、全社的な営業力強化施策を推進しまし

た。具体的には、お客様満足度の向上を目指し、各部門にて

お客様ごとの改善プランを策定・実行しました。また、営業人

材の育成強化を進め、若手営業人材の育成体系を整備すると

ともに、中堅営業人材の育成強化を目的に『営業サミット』を開

催し、全社横断的に営業の強みや課題を共有・議論しました。

○開発プロセスの変革

当社は、ソフトウェア工学に関する研究開発組織を再編成し、

ソフトウェア工学推進センタを従来の40名体制から100名を超

える体制に強化しました。更に、研究開発の成果を、全社統一

の統合開発メソドロジー（方法論）として体系化を進めていく上

で、特に「試験プロセスの改善」と「要求工学」※1の取組みを推

進しました。また、SIベンダ9社で構成される「実践的アプロー

チに基づく要求仕様の発注者ビュー検討会」において、システ

ムの「仕様」に関する「発注者（お客様）に分かりやすい記述方

法及び合意方法」を検討し、その成果として「発注者ビューガイ

ドライン（画面編、システム振舞い編及びデータモデル編）」※2を

公開しました。

○グループ経営の効率的な推進

当社グループ各社の自立化推進とグループ経営の強化なら

びに個社のミッションの実現を通じた競争力のある企業グルー

プの実現を目指し、出向政策の見直しを行い、当社からグルー

プ会社への出向者の役割の明確化及び出向者のグループ会社

への転籍を実施しました。また、社会環境の変化等に伴うキャ

リアプラン・就労ニーズの多様化を受け、社員の価値観の多様

化が進展していることを踏まえ、転進支援の充実施策を実施し

ました。

○低採算ビジネスの見直し

当社グループの収益性向上に向け、連結子会社である（株）

イーボス・ジャパン、日本リスクマネジメント（株）、（株）シティチ

ャネル、（株）エクスパイラル、（株）エヌ・ティ・ティ・データ・コミ

ュニティ・プロデュースの解散を決定しました。今後も、事業の

撤退や高収益ビジネスへの人的・物的リソースのシフトなど、

低採算ビジネスの見直しを進め、収益性の更なる向上を目指

していきます。

○成長エンジン

将来的な成長が見込まれるヘルスケア事業領域のビジネス

強化と社会基盤構築への貢献を果たすため、新たに「ヘルスケ

アシステム事業本部」を設置しました。具体的な取組みとして

は、大規模な健診データを安全・確実に管理するASPサービ

ス「Health Data Bank」の（財）結核予防会への提供を開始し

たほか、医療制度改革に柔軟に対応可能な次世代型医事会計

システム｢かいけい博士｣の販売を開始しました。更に、市場の

伸長が見込まれる治験IT化支援サービスを展開するため、製薬

業界向け臨床試験電子化ソリューションの世界的な技術企業

であるDATATRAK International Inc.と業務提携し、同社製品

である「eClinical」の日本市場へのライセンス販売、導入コンサ

ルティング及び構築・運用サービスの提供を開始しました。ま

た、組込みソフト事業領域については、法人分野で組込みソフ

トに関するビジネスを推進する組織を設置し、携帯電話機器メ

ーカーや自動車業界をはじめとする製造業界向け事業の拡大

に取り組んでいます。

経営陣による業績の評価及び分析
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○人財育成

『プロフェッショナルCDP』※3の認定運用の拡大・定着を進め

ました。具体的には、認定運用について、高い専門性を活かし

て企画・推進できるプロフェッショナル人材として、プロジェクト

マネージャ、技術スペシャリスト、営業人材の認定を進めました。

また、若年層社員の育成施策である『CDPベーシック』※4を導

入し、その研修体系に基づく教育を当期の新入社員に対して

実施しました。

また、事業運営体制強化の一環として、郵政民営化に対応し

て新たに「郵政システム事業本部」を設置し、社会的インフラ

の構築を通して郵政を取り巻く様々な変革に貢献していける体

制を整えました。更に、「第三公共システム事業本部」「第四公

共システム事業本部」を「第一公共システム事業本部」に集約し、

中央省庁から自治体まで一貫した戦略の立案と事業運営を推

進する体制を整えました。

以上の取組みを通じて、新規システムの受注・サービス開始

に向けた積極的な営業活動及び効率的なシステム開発を推進

するとともに、提供中のシステムについては、引き続き安定し

たサービスの提供に努めました。

※1 要求工学
受注獲得及び設計品質の向上による手戻りの削減のために、上流工程のプロセスを改善
するものです。

※2 発注者ビューガイドライン
発注者（お客様）と開発者（ベンダ）の間で誤解や仕様の抜けを防止するために、設計書や
関連する資料の表現や確認方法、レビューの方法を「コツ」として集約し、外部設計工程に
おける生産物の単位に整理したものです。

※3 プロフェッショナルCDP（Career Development Program）
当社グループが求める人材像を定義するとともに、そのレベルを段階的に定め、知識・経
験・技量に基づいて社員一人ひとりの専門性とレベルを認定する制度を導入しています。
社員が自らのレベルを客観的に認識し、キャリアパスを意識した仕事や研修を通じて経験
を積み成長していく、会社の成長と社員の成長とを連動させていく仕組みです。

※4 CDPベーシック
入社1年目～5年目までに当社社員として最低限身につけておくべきことを、職務経験と体
系的な研修によって習得していくための若年層向け育成の仕組みです。

■連結の範囲
当社は、子会社135社すべてを連結しています。なお、新た

な出資及び設立に伴い、当期よりitelligence AG等42社を新

たに連結子会社に含めています。また、子会社の清算により、

（株）イーボス・ジャパン等3社を連結子会社から除外してい

ます。

連結子会社の業績貢献 （十億円）

受注高 750.8 658.2 723.7 967.9 1,012.3

連単差額 100.5 114.3 146.6 190.4 224.8

売上高 846.7 854.2 907.3 1,044.9 1,074.4

連単差額 96.0 115.9 149.7 188.6 214.6

■ 2008年3月期の業績等の概況
○受注高、受注残高

当期の受注高は、前期比4.6%、444億円増加して1兆123

億円と1兆円の大台を超えました。金融分野の受注が好調で

あったことが主な要因で、連結子会社の業績拡大にも貢献し

ました。当期末の受注残高は、前期比1.5%、158億円増加し

て1兆665億円となりました。

○売上高

当期の売上高は、前期比2.8%、295億円増加して1兆744

億円となりました。連結子会社の拡大が大きく寄与したほか、

M&Aによる既存子会社の業績伸長もあり増収となりました。な

お、当期の売上高構成比は、公共分野28%、金融分野39%、

法人分野30%、その他3%となっています。
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○分野別の受注高、売上高

≫公共分野

財務省における「官庁会計システム用機器等の賃貸借」を受

注しました。また、独立行政法人通関情報処理センターにおけ

る「次期通関情報処理システム（次期NACCS）・港湾サブシス

テム等の構築、機器賃貸借、機器保守及び運用技術支援業務

（次期NACCSの機能追加）」を受注しました。更に、社会保険

庁の記録管理システムを更改し、サービスを開始しました。

また、年金記録問題の関連では、公共分野だけでなく全社

横断的な対策本部を設置しており、当社グループの経験・ノウ

ハウを最大限に活用し、コンピュータシステム上の記録照合プ

ログラムの開発等にあたり、当社グループの総力を挙げて協力

しているところです。

公共分野の売上高は、前期比12.7%、437億円減少して

3,006億円となりました。受注高は、前期比13.6%、451億円

減少して2,861億円となりました。

≫金融分野

「NTTデータ標準バンキングシステム（BeSTA）」の拡大に向

け、金融機関向けの共同利用型システムである「地銀共同セン

ター」で、新たに（株）秋田銀行の受注を獲得するとともに、現

在STAR-ACEを提供している6行（（株）神奈川銀行・（株）但馬

銀行・（株）東京都民銀行・（株）東北銀行・（株）富山銀行・（株）

長野銀行）との間で、新共同センター構築について基本合意し

ました。また、イオン（株）の電子マネーサービス「WAON」に

おける電子マネーセンターのサーバシステム・端末ソフト・現金

チャージ機等の端末の提供、及び多様な企業向けコンテンツ

サービスへの接続を実現するネットワーク基盤「VALUX」サー

ビスの開始などにより、事業領域の拡大を図りました。更に、

第一生命保険相互会社に対して、利便性の更なる向上と業務

プロセスの効率化を実現するIP電話システムを提供し、付加価

値の高いサービスの提供を図っています。

金融分野の売上高は、前期比29.7%、965億円増加して

4,211億円となりました。受注高は、前期比38.9%、1,125億

円と大幅に増加して4,014億円となりました。

≫法人分野

新日鉱ホールディングス（株）から同社の情報システム子会社

であるセントラル・コンピュータ・サービス（株）の経営権を譲り

受け、（株）エヌ・ティ・ティ・データCCSとして新たに発足しまし

た。同社が持つ、エレクトロニクス業界、自動車業界及び組込

みソフトにおけるシステム開発の実績を活かし、法人分野にお

ける競争優位性の確立を目指していきます。また、日系グロー

バル企業を中心とするアジア現地法人に対するITサポート体

制を強化する目的で、タイ、マレーシア及びベトナムにNT T

DATA Asia Company Limited、NTT DATA MALAYSIA

SDN. BHD.、NTT DATA VIETNAM COMPANY LIMITEDを

それぞれ設立し、営業を開始しました。これにより、アジア地域

でのサポート力を一層強化するとともに、各国のNTTグループ

現地法人ともより連携を深め、通信インフラからアプリケー

ションまで幅広く、質の高いITサービスを提供していきます。更

に、中国では、深 市網藍実業有限公司の子会社である深

東洋網藍軟件服務有限公司の持分を取得し、深 恩梯梯数据

網藍軟件服務有限公司（深 ＮＴＴデータイーストネット）を設立

しました。同社と当社グループの既存の中国子会社・関連会

社とも連携を図りながら、現地でのビジネス拡充を目指します。
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加えて、「マルチ決済システム」に「Edy」対応を追加し、国内初

となる3種類の電子マネー「Suica」「Edy」「iD」の、1台のリーダ/

ライタでの決済を可能としました。なお、当社の子会社である

（株）エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートが2007年6月7日に、

東京証券取引所マザーズ市場へ上場しました。

法人分野の売上高は、前期比6.7%、235億円減少して

3,249億円となりました。受注高は、前期比6.2%、197億円減

少して2,985億円となりました。

以上に加え、日本及び米国向けのオフショア開発を事業主

体とし、日本のビジネスに習熟しているインドのVERTEX

SOFTWARE PRIVATE LIMITEDの経営権を取得し、グローバ

ルレベルでのオフショア開発体制の強化を図りました。また、

国際事業展開の更なる推進を図るため、グローバルSAPパー

トナーであるitelligence AGの経営権を取得し、日系グローバ

ル企業からのSAP対応の要望に応える体制を欧州及び北米で

確立しました。なお、同社の株式の一部をエヌ・ティ・ティ・コ

ミュニケーションズ（株）に譲渡することにより、NTTグループで

連携を図り、欧州企業及びグローバル企業向けのトータルICT

ソリューションの提供能力を高めていきます。

○セグメント別の売上高及び営業利益の状況

≫システムインテグレーション事業

お客様の個別ニーズに合わせて、データ通信システムを開発

し、その販売、賃貸、サービスの提供等を行うシステムインテ

グレーション事業については、金融分野における個別システム

や連結子会社の拡大等により売上高は増加したものの、受注

損失引当金の計上等により営業利益は減少しました。

この結果、売上高は、前期比0.5%、42億円増加して8,350

億円となりました。営業利益は、前期比2.1%、20億円減少の

903億円となったため、営業利益率も前期比0.3ポイント低下し

て10.8%となりました。

≫ネットワークシステムサービス事業

市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコン

ピュータネットワークを基盤として、種々の情報提供、情報処理

等のサービスを提供するネットワークシステムサービス事業につ

いては、多店舗型ネットワークやCAFISが堅調に推移したこと

等により、売上高及び営業利益ともに増加しました。

この結果、売上高は、前期比9.3%、64億円増加して755億

円となりました。営業利益は、前期比35.2%、14億円増加の

53億円となりました。営業利益率は、前期比1.4ポイント改善

して7.0%となりました。

≫その他の事業

お客様の経営上の問題点に係る調査及び分析、データ通信

システムの在り方に係る企画及び提案、メンテナンス及びファ

シリティマネジメント等を行うその他の事業については、システ

ム保守・運用ビジネスが増加したことなどにより、売上高及び

営業利益ともに増加しました。

この結果、売上高は、前期比13.9%、328億円増加して

2,694億円となりました。営業利益は、前期比61.7%、79億円

増加の208億円となりました。営業利益率は、前期比2.3ポイ

ント改善して7.7%となりました。

セグメント別売上高

ネットワークシステムサービス
6%

システムインテグレーション
71%

その他
23%

（2008年3月期）
システムインテグレーション事業
の営業利益と営業利益率
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○営業費用、営業利益

売上原価は、前期比3.4%、270億円増加して8,133億円と

なりました。売上高の増収や受注損失引当金の計上により原

価率が75.7%となり、前期比0.4ポイント増加しました。販売費

及び一般管理費は、前期比1.9%、32億円減少して1,651億円

となりました。連結子会社の拡大等による増加があったものの、

管理費の抑制に努めた結果、販管比率も前期比0.7ポイント改

善して15.4%となりました。

以上の結果、営業利益は、前期比6.3%、57億円増加の

959億円となりました。営業利益率は、前期比0.3ポイント改善

して8.9%となりました。

○営業外損益、税金等調整前当期純利益、当期純利益

営業外損益は、16億円の損失となりましたが、営業外費用

が25億円減少したこと等を要因に、前期に比べて29億円改善

しました。税金等調整前当期純利益は、出向政策の見直し等

に係る関連費用408億円、リース会計基準の適用に伴う影響

額193億円があったこと等から、前期比40.0%、343億円減少

の515億円にとどまりました。

当期純利益も、前期比39.9%、202億円減少の305億円と

なりました。売上高当期純利益率も、前期比2.0ポイント低下

して2.8%となりました。

なお、1株当たり当期純利益は、前期比39.9%、7,195.18

円減少の10,857.33円となりました。

○利益還元方針及び配当

当社は、効率的な事業運営による収益力の向上及び財務体

質の強化を通じて、企業価値の増大を図るとともに、適正な利

益配分を行うことを基本方針としています。

配当については、連結ベースにおける業績動向、財務状況

等を総合的に勘案することを基本に、連結配当性向30%程度

を目安に、長期的な事業発展のための内部資金の確保に留意

しつつ、安定的に実施していきたいと考えています。

内部留保資金については、新規事業への投資、技術開発及

び設備投資等に充当することにより、今後とも継続的かつ安定

的な成長の維持に努めていきます。

当期の利益配分については、中間配当金として、1株当たり

2,500円を実施しましたが、期末配当金は1株当たり2,500円と

し、年間配当金を1株当たり5,000円としました。

■流動性と資金の源泉
○財政に関する方針

当社の財政に関する方針は、データ通信サービスにおける

継続的なシステム投資や、国内外におけるM&A戦略の推進の

ために行われる積極的な投資活動のための資金を円滑に供給

することにあります。事業モデルとして資金需要が旺盛な当社

にとって、健全な財務体質の維持は非常に重要です。潤沢な

営業キャッシュ・フローを維持しつつ、負債比率を縮減し、調達

余力を拡大することにより、投資機会に対する機動的な資金調

達を可能にしています。

当社は、低利かつ安定的な資金調達に資するため、国内の

2つの格付機関から長期債とコマーシャル・ペーパー（CP）の格

付けを取得しています。CPの発行枠は150,000百万円を保有

しており、現金及び現金同等物の代替となる資金流動性を十

分確保しています。

営業利益と営業利益率
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○自己資本

2008年3月期の自己資本は、利益剰余金の積み増しにより

前期比2.5%、132億円増加して5,481億円になりました。自己

資本比率は、総資産の伸びが上回ったため、前期比3.3ポイン

ト低下して45.9%となりました。

また、1株当たり純資産は、前期比2.5%、4,711.91円増加

して195,413.06円となりました。

○キャッシュ・フロー

当社グループでは、キャッシュ・フロー創出力を一層高めるた

め、グループキャッシュマネジメントシステムを導入しており、当

期末時点で、その対象は国内の子会社67社となっております。

グループ資金を当社に集中するとともに、各社の必要資金は当

社が貸し付けることで、資金効率の向上と支払利息の低減を

図っております。

2008年3月期における現金及び現金同等物（以下「資金」と

いう）は、前期末に比べ1億円増加し、1,129億円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は、次のとおり

です。

営業活動によるキャッシュ・フローは、リース会計基準の適用

に伴う影響等により、前期よりも97億円収入が増加し、2,246

億円の収入となりました。

投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資による支出

の増加及び連結子会社の取得による支出の増加等により、前

期よりも534億円支出が増加し、1,850億円の支出となりま

した。

1株当たり純資産
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格付け

（株）格付投資情報センター（R&I） A A + a-1+

（株）日本格付研究所（JCR） A A + J-1+

○流動資産

2008年3月期の流動資産は、前期比13.9%、509億円増加

して4,181億円となりました。

流動資産の増加は、売上規模の拡大に伴って受取手形及び

売掛金が増加したこと等によります。

○有形・無形固定資産

2008年3月期の有形固定資産は、設備投資やリース会計基

準の適用によるリース資産の計上等により、前期比11.0%、

372億円増加の3,768億円となりました。無形固定資産は、前

期比13.4%、352億円増加して2,978億円となりました。

○投資その他の資産

2008年3月期の投資その他の資産は、前期比14.3%、169

億円減少して1,011億円となりました。

○負債

負債は、出向政策の見直し等に伴う未払金の計上やリース

会計基準の適用によるリース債務の計上等により、6,308億円

と前期に比べて901億円、16.7%の増加となりました。

長期（無担保社債） 短期（CP）
格付機関 格付け 格付け
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これにより、2008年3月期のフリー・キャッシュ・フローは、前

期に比べて437億円減少し、397億円の黒字となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、CPの純増等に

より、387億円の支出となりました。

■各種経営指標
○ EBITDA、EBITDAマージン

EBITDAは、営業利益の増加及び設備投資増による減価償

却費の増加により、前期比5.0%、118億円増加して2,463億

円となりました。EBITDAマージンは、前期比0.5ポイント増加

の22.9%となりました。

○負債比率

有利子負債は、前期比2.1%、51億円減少して2,412億円と

なりました。その結果、負債比率は、前期比0.9ポイント改善し

て30.6%となりました。なお、2008年3月末における有利子負

債に占める直接金融の比率は、3.0ポイント改善して70.0%と

なりました。

○ ROE、ROA

自己資本当期純利益率（ROE）は、前期比4.2ポイント低下し

て5.6%となりました。総資産当期純利益率（ROA）は、前期比

2.1ポイント低下して2.6%となりました。

■設備投資額
設備投資額は、金融分野のシステム設備投資等の増加によ

り、前期比26.7%、373億円増加の1,768億円となりました。

■研究開発費
2008年3月期の研究開発費は、前期比4.9%、6億円減少の

107億円となりました。中期経営の基本方針である「お客様満

足度No.1の追求」を目指し、「ソフトウェア工学」、「ビジネスイン

テリジェンス」、「インテグレーションアーキテクチャ」、「社会的

提言活動」、「基盤開発」、「オープンソースソフトウェア」の分野

において取組みを進めました。主なものには、ソフトウェア生

産性を一層向上させるための取組み、企業等に蓄積された膨

大なデータを分析して業務改善に役立てるためのデータ分析

技術、経営課題解決のためのIT投資を最適化する方法論と、

安全で柔軟性の高い情報システムを実現するアーキテクチャ

に関する取組み等があります。なお、NTTとの研究開発提携に

より、基礎的研究テーマについてはその成果を活用し、当社の

リソースを応用的研究テーマに重点配分しています。

自己資本とROE
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■ ITパートナービジネス
当社では、M&Aを駆使したITパートナー戦略を推進していま

す。最近では、従来の情報子会社を中心としたM&Aから、ITサ

ービス会社、コンサルティング会社、海外事業会社へとその対

象を広げ、積極的に展開しています。2008年3月期のM&A子

会社の連結貢献額は売上高1兆744億円のうち971億円となり

ます。

■報酬
○役員報酬

取締役の報酬等に関する事項については、取締役会にて決

定しています。

取締役については、月額報酬と賞与から構成しています。月

額報酬は役位ごとの役割の大きさや責任範囲に基づき、支給

することとしています。賞与は、当期の会社業績などを勘案し、

支給することとしています。

また、中長期の業績を反映させる観点から、月額報酬の一定

額以上を拠出し役員持株会を通じて自社株式を購入することと

し、購入した株式は在任期間中、そのすべてを保有することと

しています。

（十億円）

対象分野 提携先 譲受・設立年月 出資比率（%） 2008年3月期 2009年3月期（計画）

情報子会社

食品・バイオ 日本たばこ産業 2002年 8月 80.1 13.4 12.0

家電 三洋電機 2003年 1月 50.0 19.4 19.6

素材 日本板硝子 2003年 9月 70.0 5.9 5.3

組立加工 セイコーインスツル 2003年12月 60.0 5.3 5.4

住宅・樹脂加工 積水化学工業 2005年 1月 60.0 8.6 8.7

ファイナンス NTTファイナンス 2006年 7月 66.7 3.0 4.0

旅行 近畿日本ツーリスト 2006年10月 51.0 3.6 4.4

石油・金属 新日鉱ホールディングス 2008年 4月 60.0 — 14.0

ITサービス会社

自動車・エレクトロニクス — 2006年 3月 100.0 15.1 14.7

金融（外為決済） Getronics N.V. 2007年 5月 70.0 11.7 17.1

コンサルティング会社

流通・外食 西友 2005年 7月 86.4 2.0 2.4

上流コンサル Capgemini 2005年 8月 95.0 3.0 3.4

グローバル

ERP等 — 2005年11月 60.2 7.6 7.8

日系現地法人対応等 — 2007年 7月 51.0 0.1 0.3

オフショア — 2007年11月 68.7 0.4 1.3

SAP等 NTTコミュニケーションズ 2008年 1月 77.2 — 33.5

監査役については、監査役の協議にて決定しており、高い独

立性の確保の観点から、業績との連動は行わず、月額報酬のみ

を支給することとしています。

取締役及び監査役の報酬等の総額

区分 人数 報酬等の額

取締役 8名 296百万円

監査役 4名 92百万円

合計 12名 388百万円

（注）1. 取締役及び監査役の報酬限度額については、2006年6月22日開催の第18回定時株
主総会において取締役の報酬限度額を年額5億8,000万円以内、監査役の報酬限度額
を年額1億5,000万円以内と決議いただいております。

2. 報酬等の額には、当該事業年度に係る役員賞与59百万円が含まれております。
3. 上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分賞与4百万円があります。
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○配当の見通し

2009年3月期は、連結ベースにおける業績動向、財務状況、

配当性向等を総合的に勘案し、1株当たり年間配当金は、当

期の5,000円から1,000円増配の6,000円を予定しています。

○業績見通し

2009年3月期の業績は、売上高1兆1,200億円、営業利益は

1,050億円と、当期に対して増収・増益を予想しています。事

業の種類別セグメントでは、システムインテグレーション事業は、

連結子会社の拡大等により、売上高8,570億円、営業利益は

970億円と当期に対して増収・増益を予想しています。ネットワ

ークシステムサービス事業は、主力であるANSER･CAFISなど

が堅調に推移することにより、売上高は770億円、営業利益は

60億円と当期に対して増収・増益を予想しています。その他の

事業は、保守・運用ビジネスの拡大が引き続き見込まれること

などにより、売上高2,820億円、営業利益230億円と、当期に

対して増収・増益を予想しています。

■想定されるリスクとその対応
当社グループの経営成績及び財務状況等（株価等を含む）に

影響を及ぼす可能性のあるリスクには、以下のようなものがあ

ります。なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度

末現在における判断によるものです。

○価格低下圧力に関するリスク

企業収益の改善などにより、これまで抑制傾向にあった企業

のIT投資にも回復の兆しが見られる一方で、お客様のコストに

関する要求が厳しくなっている、IT投資に対する効果に対して

お客様がより厳格な評価を求めている、ハードウェア価格の低

下に伴いソフトウェアの割高感が生じてきている、といった環

境条件が当社グループの扱うシステムやサービスの販売価格

低下につながり、当社グループの経営成績及び財務状況等に

影響を及ぼす可能性があります。

○競争激化に関するリスク

当社グループの主要な事業領域であるソフトウェアビジネス

は、情報サービス産業の中で有力な成長分野であると目されて

おり、ハードウェアベンダ等がビジネスの主軸に移ってきてい

社外役員の報酬等の総額

人数 報酬等の額

社外役員 3名 62百万円

○監査報酬

当社及び子会社が、あずさ監査法人及びその関連法人と締

結した契約に基づく報酬は次のとおりです。公認会計士法第2

条第1項に規定する業務に基づく報酬は369百万円、税務報酬

は6百万円です。

公認会計士法第2条第1項に規定する業務に基づく報酬の内

容は、当社及び子会社の財務諸表の監査です。また、上記以

外の報酬の内容は、税務報酬については税務申告書の作成及

び税務コンサルティング等です。その他報酬については、情報

システム監査などです。

■ 2009年3月期の見通し
○経済環境の見通し

国内経済は、高水準の企業収益を背景に設備投資が増加す

るなど、景気は概ね緩やかに拡大したものの、当期後半以降、

サブプライム住宅ローン問題等を背景とする米国の景気減速

や市況の低迷、原油価格の上昇などにより、先行きに対する不

透明感が増しています。

また、情報サービス産業においては、景況感の悪化に伴い、

企業のIT投資の拡大幅縮小が予想されるものの、企業の競争

力維持や法規制対応などに向けたシステム投資需要は変わら

ず、中長期的には市場の成長が予想されます。

このような状況のもと、当社グループは引き続き『変革の先

進企業』を目指して「量から質への転換」を図り、「お客様満足度

No.1の追求」に向け、中期経営の主な取組みとして、「営業の

変革」、「開発プロセスの変革」、「グループ経営の効率的な推

進」、「低採算ビジネスの見直し」、「成長エンジン」、「人財育成」

を実施し、安定的な事業の発展及び当社グループの企業価値

拡大に向け取り組んでいます。

○設備投資の見通し

2009年3月期は、公共分野における中央省庁向けシステム

の投資規模の縮小等により、当期に対して168億円減少の

1,600億円を予想しています。
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ます。また、急成長するインドや中国といった新興国の情報サ

ービス企業が、グローバル競争をもたらしつつあります。これか

らのマーケットの成長には先行き不透明な部分があり、競合会

社の積極参入による競争激化が、当社グループの経営成績及

び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

○中央省庁の業務・システムの最適化計画に関するリスク

中央省庁の最適化計画によると、業務・システムの最適化に

よりコスト削減が可能であるとされているほか、競争入札等が

導入されています。これにより一層、競争が激化していることか

ら、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす

可能性があります。

○システム障害リスク

当社グループが提供するシステムやサービスには、社会的な

インフラとなっているようなものもありますが、これらにおいて

障害が発生した場合は、社会的に大きな影響を与え、当社グ

ループの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損害

に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績

及び財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

○システム構築リスク

当社グループの主力事業であるシステムインテグレーション

事業では、一般に請負契約の形態で受注を受けてから納期ま

でにシステムを完成し、お客様に提供するという完成責任を負

っています。当初想定していた見積りからの乖離や開発段階に

おけるプロジェクト管理などの問題によって、想定を超える原

価の発生や納期遅延に伴う損害の発生等により、当社グルー

プの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす可能性がありま

す。

○情報セキュリティに関するリスク

当社グループは業務遂行の一環として、情報処理システム上

に保存・蓄積されたお客様の営業情報や、顧客情報を取り扱

うことがあります。こうした情報に関して、第三者によるサイバ

ーテロ、または当社グループの責に帰すべき事由により紛失、

破壊、漏洩等の事態が発生した場合は、当社グループの社会

的信用やブランドイメージの低下、発生した損害に対する賠償

金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財務状況

等に影響を及ぼす可能性があります。

○人材確保に関するリスク

当社グループの成長と利益は、専門性に基づいて顧客に価

値を提供する優秀な人材の確保・育成に大きく影響されます。

こうした優秀な人材の確保・育成が想定どおりに進まない場

合、当社グループの経営成績及び財務状況等に影響を及ぼす

可能性があります。

○技術革新に関するリスク

当社グループが属する情報サービス産業では、不連続な技

術環境の変化が生じることがあります。当社グループでは、先

端技術や基盤技術等の多様な技術動向の調査・研究開発に努

めていますが、予想を超える革新的な技術の進展への対応が

遅れた場合は、当社グループの経営成績及び財務状況等に影

響を及ぼす可能性があります。

○知的財産権に関するリスク

当社グループが事業を遂行する上で必要となる知的財産権

等の権利につき、当該権利の保有者よりライセンス等を受けら

れず、その結果、特定の技術、商品、またはサービスを提供で

きなくなる可能性があります。また、当社グループの事業が他

者の知的財産権を侵害したとして、損害賠償請求を受ける可能

性があります。いずれの場合も、当社グループの経営成績及び

財務状況等に影響を及ぼす可能性があります。

○親会社の影響力

当社の親会社である日本電信電話（株）（NTT）は、当期末現

在、当社の議決権の54.2%を保有している大株主であります。

当社はNTT及びその他の子会社から独立して業務を営んでい

ますが、重要な問題については、NTTとの話し合い、もしくは

NTTに対する報告を行っています。このような影響力を背景に、

NTTは、自らの利益にとって最善であるが、その他の株主の利

益とはならないかもしれない行動をとる可能性があります。
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戦略
立案

データ通信サービス

システム開発サービス

システム
企画

システム
設計・建設

サービス
開始

納入

運用・保全

運用・保全

NTTデータのシステムインテグレーション事業の収益構造の特徴

■サービス形態の選択

サービス形態は、お客様のご希望により決まります。

■データ通信サービスとシステム開発サービスの主な違いは以下のとおりです。
データ通信サービス システム開発サービス

契約形態 契約約款 個別契約

資産の所有 当社 お客様

支払方法 月々のお支払い 一括のお支払い

データ通信サービスとシステム開発サービスの原価計上

データ通信サービスとシステム開発サービスの概要
当社のシステムインテグレーション事業には、主に「データ通信サービス」と「システム開発サービス」があります。

データ通信サービスは、多くの資産を当社が保有し、開発から保守・運用までを提供するものであり、お客様からはご利用料金

をいただくという、お客様に大きな資金負担を生じさせない仕組みとなっています。当社は、初期段階において相当の設備投資が

必要ですが、一旦受注すると、お客様のご利用期間中は安定的な収入が期待できます。一方、個々の企業向けのシステム構築、

パッケージソフトウェアの販売等に代表される「システム開発サービス」は、仕事の進め方は「データ通信サービス」と変わりません

が、当社との契約形態や、料金回収の流れが下記のように異なります。

データ通信サービス

システム開発サービス

B/S
建設仮勘定・ソフトウェア仮勘定
• 直接費
 材料費
 労務費
 外注費
 経　費
• 間接費

B/S
仕掛品
• 直接費
 材料費
 労務費
 外注費
 経　費
• 間接費

B/S
固定資産

P/L
売上原価（減価償却費）

P/L
売上原価

設計・建設中 サービス開始 / 納入時

データ通信サービスにおける固定資産の減価償却
ハードウェア ソフトウェア

償却方法 定率法（法定耐用年数による） 定額法（契約期間による）
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データ通信サービスにおける受注高、売上高及び受注残高（モデル）

1,000億円

1,000億円 1,000億円
800億円 600億円 400億円

200億円

200億円 200億円 200億円 200億円 200億円

開発（投資）期間　2年 契約（回収）期間　5年

X-2年

受注

受注高 売上高

受注残高

サービス開始

X-1年 X年 X+1年 X+2年 X+3年 X+4年

・ 受注高は契約年度に一括して計上し、サービス開始
 までは受注残高として計上
・ 売上高はサービス開始から契約期間で定額回収し、
 売上高と同額を毎年受注残高より減額

データ通信サービスにおける売上高及び利益（モデル）

▲100億円

▲250億円

200億円 200億円 200億円 200億円

20億円20億円利益 10億円損失 10億円 30億円

200億円

開発（投資）期間　2年 契約（回収）期間　5年

X-2年

受注

投資

サービス開始

X-1年 X年 X+1年 X+2年 X+3年 X+4年

［受注～サービス開始］
・ 投資のみ発生
［サービス開始後］
・ 売上高計上と同時に、減価償却開始
・ ハードウェアの定率法による減価償却影響により、
 契約期間初期は相対的に利益率が低いが、終期に
 かけて改善（契約の最終年は除却費が発生）

売上高　1,000億円

データ通信サービスにおけるキャッシュ・フロー（モデル）

▲100億円

▲250億円

100億円 90億円 80億円 80億円70億円

開発（投資）期間　2年 契約（回収）期間　5年

X-2年

受注

投資
キャッシュ・
フロー

サービス開始

X-1年 X年 X+1年 X+2年 X+3年 X+4年

［受注～サービス開始］
・ 開発期間で投資が先行し、キャッシュ・フローは 
 マイナス
［サービス開始以降］
・ 売上高計上によるキャッシュの回収を始めて
 一定期間経過後にキャッシュ・フローはプラス転換

営業
キャッシュ・
フロー

フリー・キャッシュ・フロー
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連結貸借対照表
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社
2007年及び2008年3月31日現在

（百万円） （千ドル）［注記3］

2007 2008 2008

資産の部

流動資産：

現金及び預金［注記9］ ¥   112,778 ¥   112,900 $  1,129,000

売掛債権［注記20］ 185,662 206,655 2,066,550

（控除：貸倒引当金） (532) (1,203) (12,030)

185,130 205,452 2,054,520

たな卸資産 29,370 42,072 420,720

繰延税金資産―短期［注記10］ 11,220 15,154 151,540

その他の流動資産 28,748 42,569 425,690

流動資産合計 367,246 418,147 4,181,470

投資及び貸付金：

投資有価証券［注記11］ 21,557 20,154 201,540

関連会社への投資 2,450 2,724 27,240

その他の投資 28,330 27,518 275,180

投資及び貸付金合計 52,337 50,396 503,960

有形固定資産：取得価額［注記4及び20］ 886,663 966,741 9,667,410

（控除：減価償却累計額） (547,048) (589,931) (5,899,310)

有形固定資産合計 339,615 376,810 3,768,100

無形固定資産：

ソフトウェア 217,218 215,221 2,152,210

ソフトウェア仮勘定 37,173 54,406 544,060

のれん 5,194 22,018 220,180

その他［注記5］ 2,923 6,112 61,120

無形固定資産合計 262,508 297,757 2,977,570

繰延税金資産［注記10］ 65,641 50,717 507,170

資産合計 ¥1,087,347 ¥1,193,827 $11,938,270

（注）繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い
2007年3月31日に終了した連結会計年度から、「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2006年8月11日）及び「繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第
19号2006年8月11日）を適用しております。
これにより2007年3月31日に終了した連結会計年度においては、社債発行差金16百万円を、長期債務及び1年以内に返済予定の長期債務から控除して表示しております。

注記は財務諸表の一部である。
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（百万円） （千ドル）［注記3］

2007 2008 2008

負債の部

流動負債：

短期借入金［注記6］ ¥     17,270 ¥     14,472 $     144,720

コマーシャル・ペーパー［注記6］ — 45,000 450,000

1年以内に返済予定の長期債務［注記6］ 49,601 81,507 815,070

買掛債務 111,401 203,398 2,033,980

未払法人税等 20,675 5,128 51,280

その他の流動負債［注記2（14）］ 36,854 73,636 736,360

流動負債合計 235,801 423,141 4,231,410

長期債務［注記6及び20］ 185,785 142,637 1,426,370

退職給付引当金［注記2（15）及び13］ 119,159 65,069 650,690

負債合計 540,745 630,847 6,308,470

契約債務及び偶発債務［注記19］

純資産の部

株主資本：

資本金

発行可能株式総数─11,220,000株　2007年及び2008年3月31日

発行済株式数─2,805,000株　2007年及び2008年3月31日 142,520 142,520 1,425,200

資本剰余金 139,300 139,300 1,393,000

利益剰余金［注記14］ 251,612 266,513 2,665,130

株主資本合計 533,432 548,333 5,483,330

評価・換算差額等：

その他有価証券評価差額金 1,727 861 8,610

為替換算調整勘定 (242) (1,060) (10,600)

評価・換算差額等合計 1,485 (199) (1,990)

少数株主持分 11,685 14,846 148,460

純資産合計 546,602 562,980 5,629,800

負債・純資産合計 ¥1,087,347 ¥1,193,827 $11,938,270

（注）2008年3月31日に終了した連結会計年度において、「その他の流動負債」に受注損失引当金が4,739百万円（47,390千ドル）含まれております。
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連結損益計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度

（百万円） （千ドル）［注記3］

2006 2007 2008 2008

売上高［注記15］ ¥907,281 ¥1,044,918 ¥1,074,405 $10,744,050
売上原価 682,224 786,327 813,343 8,133,430

売上総利益 225,057 258,591 261,062 2,610,620

販売費及び一般管理費［注記8］ 178,190 168,341 165,150 1,651,500
営業利益 46,867 90,250 95,912 959,120

営業外収益（費用）：
受取利息及び受取配当金 378 603 1,124 11,240
支払利息 (3,745) (3,640) (3,539) (35,390)
投資有価証券売却益 355 108 518 5,180
持分法による投資利益 — 463 458 4,580
持分法による投資損失 (481) — — —
受取保険金等 908 1,016 1,217 12,170
投資事業組合収益 629 880 347 3,470
固定資産除却損 (948) (1,676) (1,471) (14,710)
投資有価証券評価損 (1,659) (1,164) (287) (2,870)
NTT厚生年金代行返上益 — — 19,291 192,910
出向政策の見直し等にかかる関連費用［注記2（15）］ — — (40,800) (408,000)
リース会計基準適用に伴う影響額［注記7］ — — (19,319) (193,190)
のれん一括償却額 — — (2,022) (20,220)
その他（純額） (288) (1,071) 64 640

(4,851) (4,481) 44,419 444,190
税金等調整前当期純利益 42,016 85,769 51,493 514,930

法人税等：
法人税、住民税及び事業税 23,546 33,453 7,781 77,810
法人税等調整額 (10,852) 603 12,205 122,050

12,694 34,056 19,986 199,860
少数株主損益控除前当期純利益 29,322 51,713 31,507 315,070

少数株主利益 1,131 1,076 1,052 10,520
当期純利益 ¥  28,191 ¥     50,637 ¥     30,455 $     304,550

（円） （ドル）

1株当たり［注記18］：
当期純利益 ¥10,024 ¥18,053 ¥10,857 $108.57
現金配当 3,000 5,000 5,000 50.00

（注）1. 役員賞与に関する会計基準
2007年3月31日に終了した連結会計年度から、「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第4号2005年11月29日）を適用しております。
これにより2007年3月31日に終了した連結会計年度においては、営業利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ48百万円減少しております。

2. 収益の認識に関する一部変更
従来から、システムインテグレーション事業売上高のうち、複数のサービスを提供する契約については、サービス要素ごとに収益を認識しておりましたが、2007年4月1日より、「ソフトウェア
取引の収益の会計処理に関する実務上の取扱い」（2006年3月30日企業会計基準委員会：実務対応報告第17号）が適用されたことに伴い、会計処理について見直しを行った結果、複数
のソフトウェア関連サービスを提供する契約のうち、それらが有機的一体のサービスとして提供されていると認められるものについては、サービス要素ごとではなく、すべての収益要素をサ
ービス提供期間にわたるその履行に応じて認識することといたしました。この結果、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び税金等調整前当期純利益が5,321百万円（53,210千
ドル）減少しております。

3. 営業外費用として計上している、出向政策の見直し等に係る関連費用は、当社からグループ会社への出向者のうち希望者を対象にグループ会社への転籍、及び就労ニーズへの多様化に
対応した転進支援の充実政策により発生した、転職一時金及び退職給付一時金の計上等であります。

注記は財務諸表の一部である。
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連結株主資本等変動計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度

（百万円）

株主資本 評価・換算差額等

その他
利益剰余金 有価証券 為替換算 少数株主 純資産

発行済株式数 資本金 資本剰余金 ［注記14］ 合計 評価差額金 調整勘定 合計 持分 合計

2005年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥191,248 ¥473,068 ¥1,389 ¥  (475) ¥    914 ¥  7,497 ¥481,479

持分法適用会社除外による利益剰余金増加額 — — — 72 72 — — — — 72

2006年3月31日に終了した連結会計年度の
当期純利益 — — — 28,191 28,191 — — — — 28,191

現金配当 — — — (7,013) (7,013) — — — — (7,013)

取締役及び監査役に対する賞与 — — — (108) (108) — — — — (108)

連結子会社増加による利益剰余金減少額 — — — (609) (609) — — — — (609)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — — 1,007 181 1,188 2,410 3,598

2006年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥211,781 ¥493,601 ¥2,396 ¥  (294) ¥ 2,102 ¥  9,907 ¥505,610

子会社連結除外による利益剰余金増加額 — — — 41 41 — — — — 41

2007年3月31日に終了した連結会計年度の
当期純利益 — — — 50,637 50,637 — — — — 50,637

現金配当 — — — (9,818) (9,818) — — — — (9,818)

取締役及び監査役に対する賞与 — — — (82) (82) — — — — (82)

連結子会社増加による利益剰余金減少額 — — — (947) (947) — — — — (947)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — — (669) 52 (617) 1,778 1,161

2007年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥251,612 ¥533,432 ¥1,727 ¥  (242) ¥ 1,485 ¥11,685 ¥546,602

2008年3月31日に終了した連結会計年度の
当期純利益 — — — 30,455 30,455 — — — — 30,455

現金配当 — — — (15,428) (15,428) — — — — (15,428)

持分法適用会社増加による利益剰余金減少額 — — — (126) (126) — — — — (126)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — — (866) (818) (1,684) 3,161 1,477

2008年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥266,513 ¥548,333 ¥   861 ¥(1,060) ¥   (199) ¥14,846 ¥562,980

（千ドル）［注記3］

株主資本 評価・換算差額等

その他
利益剰余金 有価証券 為替換算 少数株主 純資産

資本金 資本剰余金 ［注記14］ 合計 評価差額金 調整勘定 合計 持分 合計

2007年3月31日現在 $1,425,200 $1,393,000 $2,516,120 $5,334,320 $17,270 $  (2,420) $14,850 $116,850 $5,466,020

2008年3月31日に終了した連結会計年度の
当期純利益 — — 304,550 304,550 — — — — 304,550

現金配当 — — (154,280) (154,280) — — — — (154,280)

持分法適用会社増加による利益剰余金減少額 — — (1,260) (1,260) — — — — (1,260)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — (8,660) (8,180) (16,840) 31,610 14,770

2008年3月31日現在 $1,425,200 $1,393,000 $2,665,130 $5,483,330 $  8,610 $(10,600) $ (1,990) $148,460 $5,629,800

注記は財務諸表の一部である。
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連結キャッシュ・フロー計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度

（百万円） （千ドル）［注記3］

2006 2007 2008 2008

営業活動によるキャッシュ・フロー：
税金等調整前当期純利益 ¥   42,016 ¥   85,769 ¥   51,493 $   514,930
有形固定資産の減価償却費 65,766 59,762 75,356 753,560
無形固定資産の減価償却費 76,140 74,113 72,329 723,290
有形固定資産除却損 6,547 4,418 9,326 93,260
無形固定資産除却損 9,908 14,569 2,253 22,530
退職給付引当金の増減額 2,265 (2,328) (21,908) (219,080)
投資有価証券売却益 (355) (108) (518) (5,180)
投資有価証券評価損 1,659 1,164 287 2,870
支払利息 3,745 3,640 3,539 35,390
リース会計基準の適用に伴う影響額 — — 19,319 193,190
出向政策の見直し等に伴う関連費用 — — 40,773 407,730
売掛債権の増減額 (12,779) (19,853) (9,642) (96,420)
たな卸資産の増減額 (15,062) 18,812 (12,301) (123,010)
買掛債務の増減額 9,665 175 1,967 19,670
未払消費税等の増減額 1,010 3,406 (4,900) (49,000)
その他（純額） 5,397 3,439 35,214 352,140
小計 195,922 246,978 262,587 2,625,870

利息及び配当金の受取額 378 602 1,125 11,250
利息の支払額 (3,746) (3,752) (3,629) (36,290)
法人税等の支払額 (17,361) (28,885) (35,434) (354,340)
営業活動によるキャッシュ・フロー 175,193 214,943 224,649 2,246,490

投資活動によるキャッシュ・フロー：
有形固定資産の取得による支出 (67,383) (74,017) (79,041) (790,410)
無形固定資産の取得による支出 (53,701) (60,141) (87,623) (876,230)
固定資産の売却による収入 11,707 493 189 1,890
投資有価証券の取得による支出 (1,027) (1,759) (539) (5,390)
投資有価証券の売却による収入 1,034 1,819 818 8,180
連結子会社の取得による支出［注記3］ (11,379) (53) (21,745) (217,450)
連結子会社の取得による収入［注記3］ 152 1,001 — —
その他（純額） (1,480) 1,019 2,945 29,450
投資活動によるキャッシュ・フロー (122,077) (131,638) (184,996) (1,849,960)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
社債の償還による支出 — (30,082) (42,070) (420,700)
長期借入れによる収入 — 13,818 15 150
長期借入金の返済による支出 (8,241) (4,657) (7,537) (75,370)
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (15,000) (15,000) 45,000 450,000
短期借入金の純増減額 (1,171) (11,712) (2,798) (27,980)
リース債務の返済による支出 — — (16,309) (163,090)
配当金の支払額 (7,017) (9,821) (15,422) (154,220)
少数株主への配当金の支払額 (120) (188) (207) (2,070)
少数株主による株式払込収入 198 209 740 7,400
少数株主からの株式買取支出 (7) — (119) (1,190)
財務活動によるキャッシュ・フロー (31,358) (57,433) (38,707) (387,070)

現金及び現金同等物に係る換算差額 199 58 (819) (8,190)
現金及び現金同等物の増減額 21,957 25,930 127 1,270
現金及び現金同等物の期首残高 63,049 86,243 112,784 1,127,840
新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額 1,237 611 — —
現金及び現金同等物の期末残高［注記3］ ¥   86,243 ¥ 112,784 ¥ 112,911 $1,129,110

（参考）
フリー・キャッシュ・フロー ¥   53,116 ¥   83,305 ¥   39,653 $   396,530

注記は財務諸表の一部である。
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連結財務諸表注記
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び連結子会社

1.連結財務諸表表示に関する基本方針

会計原則

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ（以下「当社」）及び子会社に関する連結財務諸表は、日本において一般に認められた会計原則及

び実務慣行に準拠して作成されております。当社と連結子会社の会計帳簿は、会社法及び金融商品取引法の規定に準拠し、国際

会計基準における適用及び開示に関して一部相違のある日本において一般に認められた会計原則及び実務慣行に基づいて保持

されております。

当社及び子会社の当連結財務諸表は、金融商品取引法によって財務省への提出が義務付けられている有価証券報告書に含ま

れているものをもとに作成したものであります。

従って、この連結財務諸表に開示された情報は有価証券報告書から抽出したものであり、その情報の範囲、内容は、有価証券

報告書上において開示されたものに限られます。しかし、海外の読者にとって、より見慣れた形式で連結財務諸表を提供するため、

一部組替えもしくは要約がなされております。

当連結財務諸表は、連結財政状態、連結経営成績並びに連結キャッシュ・フローを日本以外の国及び地域において一般に認め

られた会計原則及び実務慣行に準拠して表示しようとするものではありません。

2.重要な会計方針の要約

（1）連結の範囲

当連結財務諸表は、2008年3月31日現在において当社と135社（2007年3月31日現在においては96社）の子会社（以下「当社及

び連結子会社」）を含んでおります。連結子会社名は「主要な子会社及び関連会社」に記載のとおりです。

なお、新たな出資及び設立に伴い、2008年3月31日に終了した連結会計年度より新規に42社を連結子会社に含めております。

主要な新規の連結子会社は以下のとおりです。

itelligence AG

また、子会社の清算により、3社を連結子会社から除外しております。

主要な除外した連結子会社は以下のとおりです。

（株）イーボス・ジャパン

連結子会社のうち、国内連結子会社1社及び在外連結子会社40社の決算日は12月31日であります。

また、国内連結子会社1社の決算日は9月30日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、決算日が12月31日の連結子会社については、同決算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。決算日が9月30日の連結子会

社については、連結決算日現在で実施した仮決算に基づく財務諸表を使用しております。

（2）関連会社に対する持分法の適用

関連会社のうち、株式会社エヌ・ティ・ティメディアクロス等23社すべてに持分法を適用しております。

なお、2008年3月31日に終了した連結会計年度より、従来の持分法を適用しない関連会社等22社についても、グループ経営の

更なる推進の観点から、新たに持分法を適用しております。

また、持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、各社の事業年度に係る財務諸表を使用しており

ます。

（3）内部取引の消去

連結財務諸表を作成するため、すべての重要な会社間取引、連結グループ内の債権債務及び未実現利益は、消去しております。

また、少数株主に該当する持分は「少数株主持分」として計上しております。
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（4）のれん及び負ののれんの償却

のれん及び負ののれんの償却については、原則として5年間の均等償却としておりますが、金額が僅少であり重要性が乏しい場合

はすべて発生時の損益として処理しております。

（5）連結子会社の資産及び負債の評価

連結子会社の資産及び負債の評価については、部分時価評価法を採用しております。

（6）金融商品

1）デリバティブ取引

「ヘッジ会計」を適用しているもの以外のすべてのデリバティブ取引は時価評価されております。

2）有価証券

当社及び連結子会社で所有する有価証券は2つに分類されます。

満期保有目的債券は、償却原価法によっております。

その他有価証券のうち時価のあるものは、市場価格等に基づく時価法によっております。評価差額は全部純資産直入法に

より処理しております。

その他有価証券のうち時価のないものは、移動平均法による原価法によっております。

3）ヘッジ会計

デリバティブ取引の時価の変動に伴う損益は、「ヘッジ会計」の適用により資産及び負債に繰り延べております。また、ヘッジ

対象・取引における評価損益は、期末における純損益に含まれております。

当社におけるヘッジ手段としてのデリバティブ取引は、通貨スワップ取引、通貨オプション取引、金利スワップ取引、金利オ

プション取引及び為替予約取引を行うこととしております。ヘッジ対象には売掛債権、買掛債務、長期借入金及び当社が発行

する債券があります。

当社は為替リスクと金利リスクの変動を回避する目的で、上記のヘッジ手段を行っております。このように、当社のヘッジ手

段に伴う購入取引は、ヘッジ対象の数に限定されております。

当社は、ヘッジ取引に伴うヘッジ手段及びヘッジ対象から生じる評価損益を参照にして、ヘッジ取引効果を評価しております。

ヘッジ手段及びヘッジ対象について、毎四半期ごとに、個別取引ごとのヘッジ効果を検証しておりますが、ヘッジ対象の資産

または負債とデリバティブ取引について、元本・利率・期間等の条件が同一の場合は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検

証を省略しております。

（7）たな卸資産

仕掛品については、個別法による原価法によっております。

貯蔵品については、主として先入先出法による原価法によっております。

（8）有形固定資産（リース資産を除く）

減価償却は資産の見積耐用年数を基本とした定率法によっております。ただし、1998年4月1日以降に取得した建物（建物付属設

備を除く）については定額法によっております。

主な耐用年数は「データ通信設備」は6年、「建物及び構築物」は13～50年、「機械装置及び運搬具」は6～15年、「工具器具及び

備品」は4～10年であります。

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得

価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。
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これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益、税金等調整前当期純利益がそれぞれ796百万円（7,960千ドル）減少

しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

（9）無形固定資産（リース資産を除く）

ソフトウェアを除く無形固定資産の償却は、定額法によっております。

主な耐用年数は5～20年であります。

ソフトウェアの償却は次によっております。

1）市場販売目的のソフトウェア

市場販売目的のソフトウェアの償却費は、（a）3年以内の見込販売期間における見込販売収益に基づく償却額と（b）販売可能

な残存販売期間に基づく均等配分額のどちらか大きい金額を計上しております。

2）自社利用のソフトウェア

自社利用のソフトウェアについては、5年以内の見込利用可能期間にわたり定額法により償却しております。

ただし、サービス提供目的のソフトウェアで、特定顧客との契約に基づく、データ通信サービス用ソフトウェアについては、当

該契約に基づく料金支払期間にわたって均等償却しております。

（10）リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法

を採用しております。

所有権移転外ファイナンス・リースに係るリース資産のうち、有形リース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額

10%として計算した定率法による減価償却費相当額に9分の10を乗じる方法を採用しております。

また、無形リース資産については、定額法を採用しております。

（11）繰延資産

社債発行費は発生時に費用処理しております。

（12）法人税等

当社及び連結子会社の法人税等は、法人税、住民税及び事業税で構成されております。

法人税等は資産負債法を用いて、すなわち繰延税金資産及び負債は、税務上の資産負債と財務諸表上の資産負債の一時差異

に関連して認識されております。

（13）貸倒引当金

貸倒引当金は、当社及び連結子会社の売掛債権における過去の貸倒実績及び貸倒の可能性に基づいて、適切に計上しております。

（14）受注損失引当金

受注契約に係る将来損失に備えるため、2008年3月31日に終了した連結会計年度末における手持受注案件のうち、損失発生の

可能性が高く、かつその金額を合理的に見積ることが可能な案件の仕掛品残高を上回る当該見積額を計上しております。

2008年3月31日に終了した連結会計年度から、新中期経営方針における営業・開発プロセスの変革等を推進する中、受注環

境の変化等により、システム開発等における将来損失発生見込み額の重要性が高まったため、仕掛品残高を上回る当該見積額に

ついて、受注損失引当金として計上しております。

これにより、従来の方法によった場合に比べ、営業利益及び税金等調整前当期純利益がそれぞれ4,739百万円（47,390千ドル）

減少しております。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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（15）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当社においては、連結会計年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、連

結会計年度末において発生していると認められる額を計上しております。また、連結子会社においては一部を除いて簡便法を適用

しております。なお、会計基準変更時差異については、15年定額償却を行っております。数理計算上の差異は、各連結会計年度

の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により、翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務債務は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間による定額法により費用処理することとしてお

ります。

当社及び連結子会社の一部において、確定給付企業年金法の施行に伴い、NTT厚生年金基金の代行部分について、2003年9

月1日に厚生労働大臣から将来分支給義務免除の認可を受け、2007年7月1日に過去分返上の認可を受けるとともに、2008年2

月26日に国へ資産を返還いたしました。

これにより、2008年3月31日に終了した連結会計年度における損益に与えている影響額は、営業外収益として19,291百万円

（192,910千ドル）計上しております。

（16）現金及び現金同等物

連結キャッシュ・フロー計算書における現金及び現金同等物は、手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3ヵ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。

3.米ドル表示
当社及び連結子会社は会計記録を円貨で保持しております。財務諸表及び注記に含まれている米ドル金額は¥100=U.S.$1で円

からドルに換算されたものであります。このように米ドル金額を含むことは単に便宜上からのものであり、円貨が¥100=U.S.$1もし

くはその他のレートで直ちに換金されたり、換金されうる、もしくは実現した、精算されたと解されるものではありません。

4.有形固定資産
2007年及び2008年3月31日現在の有形固定資産は以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

データ通信設備 ¥ 462,950 ¥ 450,188 $ 4,501,880

建物及び構築物 248,476 255,709 2,557,090

機械装置及び運搬具 44,932 51,812 518,120

工具器具及び備品 41,725 44,555 445,550

土地 48,770 48,790 487,900

リース資産 — 84,418 844,180

建設仮勘定 39,810 31,269 312,690

886,663 966,741 9,667,410

（控除：減価償却累計額） (547,048) (589,931) (5,899,310)

¥ 339,615 ¥ 376,810 $ 3,768,100

5.無形固定資産
無形固定資産の「その他」には、リース資産が含まれております。

リース資産は2008年3月31日現在では、2,976百万円（29,760千ドル）であります。
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6.短期借入金及び長期債務
2007年及び2008年3月31日現在の短期借入金は以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

短期借入金 ¥17,270 ¥14,472 $144,720

銀行からの短期借入金の加重平均利率は、2007年3月31日現在では0.8%であり、2008年3月31日現在では1.1%であります。

2007年及び2008年3月31日現在のコマーシャル・ペーパーは以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

コマーシャル・ペーパー — ¥45,000 $450,000

コマーシャル・ペーパーの加重平均利率は、2008年3月31日現在では0.7%であります。

2007年及び2008年3月31日現在の長期債務は以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

銀行及び他の金融機関からの長期借入金 ¥  64,006 ¥  58,499 $   584,990

リース債務※1 — 36,747 367,470

3.10% 国内無担保リバース・デュアルカレンシー社債

償還期限2008年2月26日※2 2,000 — —

3.30% 国内無担保リバース・デュアルカレンシー社債

償還期限2010年2月26日※2 3,000 3,000 30,000

1.86% 国内無担保普通社債　償還期限2008年10月2日 30,000 30,000 300,000

1.72% 国内無担保普通社債　償還期限2008年12月22日 30,000 30,000 300,000

1.88% 国内無担保普通社債　償還期限2010年6月21日 29,993 29,995 299,950

1.44% 国内無担保普通社債　償還期限2011年6月20日 29,991 29,993 299,930

0.60% 国内無担保普通社債　償還期限2007年6月20日 40,000 — —

0.50%～0.56%国内無担保社債　償還期限2007年9月28日～2008年3月31日※3 70 — —

7.0%ユーロ建無担保転換社債※4 — 245 2,450

その他 6,326 5,665 56,650

235,386 224,144 2,241,440

（控除：１年以内返済予定分） (49,601) (81,507) (815,070)

¥185,785 ¥142,637 $1,426,370

※1 リース資産総額に重要性が乏しいため、利息相当額を控除しない方法によっております。
※2 利息は米ドルで支払われます。年間の固定利息の米ドル支払額は2008年満期の3.10%円建社債では100百万円につき$24,899.59であり、2010年満期の3.30%円建社債では100百万円につ
き$26,634.38であります。なお、通貨スワップ後の金利は、2008年満期の3.10%円建社債では2.57%であり、2010年満期の3.30%円建社債では2.75%であります。

※3 0.50%の利率については、金利スワップ後の金利であり、日本円TIBORに0.15%を加算した変動金利であります。
※4 ユーロ建無担保転換社債の転換条件については、次のとおりであります。
転換請求期間：2005年6月3日～2009年11月28日、発行株式：itelligence AG 普通株式、転換価格：１株2.6ＥＵＲ
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銀行及び他の金融機関からの長期借入金の年間利率は、2007年3月31日現在では0.98%から6.00%であり、2008年3月31

日現在では0.98%から9.25%であります。

2008年3月31日現在の今後5年間の満期日別の銀行及び他の金融機関からの長期借入金の明細は以下のとおりであります。

3月31日に終了する年度 （百万円） （千ドル）

2009 ¥  8,164 $  81,640

2010 8,033 80,330

2011 17,849 178,490

2012 23,401 234,010

2013 330 3,300

以降 722 7,220

¥58,499 $584,990

2008年3月31日現在の今後5年間のリース債務の返済予定額は以下のとおりであります。

3月31日に終了する年度 （百万円） （千ドル）

2009 ¥13,343 $133,430

2010 11,350 113,500

2011 7,691 76,910

2012 3,391 33,910

2013 786 7,860

以降 186 1,860

¥36,747 $367,470

7.リース取引
「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（1993年6月17日（企業会計審議会第一部会）、2007年3月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（1994年1月18日（日本公認会計士協会会計制度

委員会）、2007年3月30日改正））が2007年4月1日以後開始する連結会計年度から適用することができることになったことに伴い、

2008年3月31日に終了する連結会計年度から、同会計基準及び同適用指針を適用しております。これにより、営業利益が2,937

百万円（29,370千ドル）、税金等調整前当期純利益が16,387百万円（163,870千ドル）減少しております。

セグメント情報に与える影響は、該当箇所に記載しております。

なお、2007年3月31日に終了した連結会計年度においては、リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のす

べてのファイナンス・リース取引は、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。
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リース物件（データ通信設備及びその他）の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、期末残高相当額及び減価償却費相当額

は、支払利子込み法により算定しており、以下のとおりであります。

（百万円））

2007

取得価額相当額：

データ通信設備 ¥ 73,339

建設及び構築物 323

機械装置及び運搬具 312

工具器具及び備品 16,854

ソフトウェア 2,930

93,758

減価償却累計額相当額 (49,065)

期末残高相当額 ¥ 44,693

減価償却費相当額＊ ¥ 17,539

＊減価償却費相当額は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法により算定しております。

2006年及び2007年3月31日に終了した連結会計年度における、所有権の移転しないファイナンス・リース取引の支払リース料

は以下のとおりであります。

（百万円）

2006 2007

支払リース料 ¥19,554 ¥17,539

2007年3月31日現在における未経過リース料期末残高相当額は、支払利子込み法により算定しており、以下のとおりであります。

（百万円）

2007

未経過リース料期末残高相当額：

1年内 ¥14,447

1年超 30,246

¥44,693

オペレーティング・リース取引

2007年及び2008年3月31日現在における未経過リース料は、支払利子込み法により算定しており、以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

未経過リース料：

1年内 ¥179 ¥   626 $  6,260

1年超 623 2,564 25,640

¥802 ¥3,190 $31,900
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8.販売費及び一般管理費
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度における、販売費及び一般管理費の内訳は以下のとおりであり

ます。

（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

従業員の給与、賃金及びその他の給与関連費用 ¥ 56,812 ¥ 57,707 ¥  57,156 $   571,560

退職給付費用 7,209 2,975 4,132 41,320

作業委託費 40,115 32,945 32,807 328,070

研究開発費 17,307 11,307 10,749 107,490

その他 56,747 63,407 60,306 603,060

¥178,190 ¥168,341 ¥165,150 $1,651,500

9.キャッシュ・フロー情報
2006年、2007年及び2008年3月31日現在の「現金及び現金同等物」の調整は以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

現金及び預金 ¥86,243 ¥112,778 ¥112,900 $1,129,000

取得日から3ヶ月以内に満期日又は償還日の到来する短期投資
（流動資産その他） — 6 11 110

現金及び現金同等物 ¥86,243 ¥112,784 ¥112,911 $1,129,110

2006年、2007年及び2008年3月31日現在の株式の取得により新たに連結子会社となった会社の主な内訳は以下のとおりであ

ります。

（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

流動資産 ¥  7,037 ¥ 94 ¥ 18,041 $ 180,410

固定資産 4,762 25 7,298 72,980

のれん 6,591 43 20,806 208,060

流動負債 (4,047) (82) (13,545) (135,450)

固定負債 (2,088) — (2,716) (27,160)

少数株主持分 (334) — (2,253) (22,530)

株式の取得価額 11,921 80 27,631 276,310

現金及び現金同等物 (542) (27) (5,886) (58,860)

差引：連結子会社の取得による支出 ¥11,379 ¥ 53 ¥ 21,745 $ 217,450
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（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

流動資産 ¥ 725 ¥ 3,407 — —

固定資産 70 1,123 — —

のれん — 274 — —

流動負債 (373) (1,705) — —

固定負債 (204) (301) — —

少数株主持分 (30) (1,307) — —

株式の取得価額 188 1,491 — —

現金及び現金同等物 (340) (2,492) — —

差引：連結子会社の取得による収入 ¥(152) ¥(1,001) — —

10.繰延税金資産
当社及び連結子会社は所得金額に応じた税率を適用しておりますが、法定実効税率は約40.69%であります。

2007年及び2008年3月31日現在の繰延税金資産及び繰延税金負債の主な内訳は以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

繰延税金資産：

退職給付引当金 ¥46,552 ¥26,490 $264,900

減価償却超過額 17,631 21,177 211,770

たな卸資産評価損 1,302 2,164 21,640

繰越欠損金 5,731 6,455 64,550

その他 15,468 17,461 174,610

小計 86,684 73,747 737,470

評価性引当額 (6,965) (4,995) (49,950)

繰延税金資産合計 79,719 68,752 687,520

繰延税金負債：

プログラム等準備金 (826) (466) (4,660)

その他 (2,032) (2,415) (24,150)

繰延税金負債合計 (2,858) (2,881) (28,810)

繰延税金資産の純額 ¥76,861 ¥65,871 $658,710
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2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度における、法定実効税率と法人税等の負担率の調整は以下の

とおりであります。

（%）

2006 2007 2008

法定実効税率： 40.69% 40.69% 40.69%

（調整）

交際費等 1.04 0.86 1.33

受取配当金 (0.26) (0.16) (0.41)

住民税均等割 0.55 0.31 0.54

IT投資促進税制による税額控除 (9.40) (4.53) —

研究開発減税による税額控除 (3.76) (0.96) (1.44)

情報基盤強化税制による税額控除 — (0.07) (0.19)

評価性引当額の増減 0.20 2.65 (0.46)

その他 1.15 0.92 (1.25)

法人税等の負担率 30.21% 39.71% 38.81%

11.有価証券の時価情報
2007年3月31日現在の有価証券の情報は以下のとおりであります。

（1）その他有価証券で時価のあるもの
（百万円）

2007

取得原価 帳簿価額 差　額

株式（帳簿価額が取得原価を超えるもの） ¥2,624 ¥5,720 ¥3,096

株式（帳簿価額が取得原価を超えないもの） 851 673 (178)

合計 ¥3,475 ¥6,393 ¥2,918

（2）2007年3月31日に終了した連結会計年度中に売却したその他有価証券
（百万円）

2007

株式：

売却額 ¥2,112

売却益の合計 106

売却損の合計 (393)

（3）時価評価されていない有価証券の主な内容
（百万円）

2007

その他有価証券：

非上場株式（店頭売買株式を除く） ¥15,164
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2008年3月31日現在の有価証券の情報は以下のとおりであります。

（1）その他有価証券で時価のあるもの
（百万円） （千ドル）

2008 2008

取得原価 帳簿価額 差　額 取得原価 帳簿価額 差　額

株式（帳簿価額が取得原価を超えるもの） ¥1,893 ¥3,946 ¥2,053 $18,930 $36,460 $20,530

株式（帳簿価額が取得原価を超えないもの） 1,736 1,349 (387) 17,360 13,490 (3,870)

合計 ¥3,629 ¥5,295 ¥1,666 $36,290 $52,950 $16,660

（2）2008年3月31日に終了した連結会計年度中に売却したその他有価証券
（百万円） （千ドル）

2008 2008

株式：

売却額 ¥131 $1,310

売却益の合計 82 820

売却損の合計 ¥ (34) $  (340)

（3）時価評価されていない有価証券の主な内容
（百万円） （千ドル）

2008 2008

その他有価証券：

非上場株式（店頭売買株式を除く） ¥14,859 $148,590

12.デリバティブ取引情報
当社は将来の市場価格（為替、金利）の変動リスク（市場リスク）を回避する目的で、為替予約取引、金利スワップ取引、通貨ス

ワップ取引等のデリバティブ取引を行っております。当社はトレーディング目的のデリバティブ取引は行ってはおりません。

当社は相手方の契約不履行や金利・通貨の変動により、損失を被ることも考えられますが、上記のデリバティブ取引について現

時点においては重大な損失の発生は予想しておりません。

また、連結子会社においては、デリバティブ取引を実施するにあたり、当社と事前協議の上、実施することとしております。

2006年、2007年及び2008年3月31日現在、ヘッジ会計を適用しているもの以外には、該当事項がありません。

13.退職給付
（1）退職給付制度の概要

当社及び連結子会社の退職給付制度は、確定給付型の制度として、主として企業年金基金制度、規約型企業年金制度及び退職

一時金制度を設けております。

当社が加入しているNTT企業年金基金には、2007年3月31日現在においては連結子会社のうち58社が加入しており、2008年

3月31日現在においては連結子会社のうち59社が加入しております。

また、規約型企業年金制度には、2007年及び2008年3月31日現在においては連結子会社のうち7社が加入しております。
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（2）退職給付債務
（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

退職給付債務 ¥(227,079) ¥(170,680) $(1,706,800)

年金資産 131,057 109,653 (1,096,530)

未積立退職給付債務 (96,022) (61,027) (610,270)

会計基準変更時差異の未処理額 (3,187) (2,315) (23,150)

未認識数理計算上の差異 (4,688) 6,371 63,710

未認識過去勤務債務 (15,082) (7,968) (79,680)

連結貸借対照表上額純額 (118,979) (64,939) (649,390)

前払年金費用 180 130 1,300

退職給付引当金 ¥(119,159) ¥  (65,069) $   (650,690)

（注）1. 当社及び連結子会社の一部において、NTT厚生年金基金の代行部分について、確定給付企業年金法の施行に伴い、2007年7月1日に過去分返上の認可を受けるとともに、2008年2月
26日に国へ資産を返還したことにより、厚生年金基金の代行部分は含まれておりません。

2. 2000年3月の厚生年金保険法の改正に伴い、2002年3月31日に終了した連結会計年度において当社の厚生年金基金の支給開始年齢の引き上げについての規約改正を行ったこと、及
び2003年3月、退職手当制度について、個人業績を加味して一定金額を年々積み上げる仕組みの「ポイント制」を導入したこと、また2003年12月に給付利率等の引き下げを内容とする企
業年金制度の見直しを行ったことにより、退職給付債務が減少するとともに未認識過去勤務債務（債務の減額）が発生しております。

3. 退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用している連結子会社は、規約型企業年金への拠出額を含めて「退職給付債務」に計上しております。

（3）退職給付費用
（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

勤務費用 ¥10,089 ¥ 9,366 ¥ 10,650 $106,500

利息費用 4,890 5,235 4,997 49,970

期待運用収益 (2,499) (3,130) (3,131) (31,310)

会計基準変更時差異の費用処理額 (398) (398) (470) (4,700)

数理計算上の差異の費用処理額 1,365 23 360 3,600

過去勤務債務の費用処理額 (1,537) (1,537) (1,146) (11,460)

厚生年金基金の代行返上に伴う損益 — — (19,291) (192,910)

大量退職による費用処理額 — — 3,060 30,600

退職給付費用 ¥11,910 ¥ 9,559 ¥  (4,971) $ (49,710)

（注）1. 厚生年金基金及び企業年金基金に対する従業員拠出額を「勤務費用」から控除しております。
2. 簡便法を採用している連結子会社について、その退職給付費用はすべて「勤務費用」に計上しております。
3. 退職給付債務の大幅な減少に伴う退職給付引当金の減少と一時金支給額の差額及び未認識過去勤務債務等の消滅（大量退職による費用処理額）について、営業外費用として、出向政策
の見直し等に係る関連経費として計上しております。

4. 上記退職給付費用以外に、転籍一時金等、35,797百万円（357,970千ドル）を営業外費用として出向政策の見直し等に係る関連費用に計上しております。
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（4）退職給付債務等の計算

退職給付債務等の計算は以下のとおりであります。

2007 2008

退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 同左
割引率 2.50% 2.50%
期待運用収益率 2.50% 2.50%
過去勤務債務の額の処理年数 各連結会計年度の発生時における従業員の平均

同左残存勤務期間による定額法により費用処理しております。
数理計算上の差異の処理年数 各連結会計年度の発生時における従業員の平均

残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれ 同左
発生の翌連結会計年度から費用処理しております。

会計基準変更時差異の処理年数 15年定額償却 15年定額償却

14.利益剰余金
日本の会社法では、利益配当金等利益の社外流出額の10%を、資本準備金と利益準備金の合計額が、資本金の25%に達するま

で、利益準備金として積み立てることを求めております。資本準備金と利益準備金の合計額のうち、資本金の25%を超える部分に

ついては、株主総会の決議により配当金の源泉とすることが可能です。現金配当金及び利益準備金への繰入は、当該年度に確

定した金額によっております。したがって、連結財務諸表には株主総会で決議された、2008年3月31日に終了した会計年度に関す

る1株当たり2,500円（25.00ドル）、総額7,013百万円（70,130千ドル）の配当金は含まれておりません。

なお、配当可能額は、日本の会社法に従い、当社の個別財務諸表に基づいて算出されます。

15.セグメント情報

（1）事業の種類別
（百万円）

システム ネットワーク
インテグレー システム その他の 消去又は

2006年3月31日に終了した連結会計年度 ション事業 サービス事業 事業 計 全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高：
（1）外部顧客に対する売上高 ¥677,487 ¥58,912 ¥170,882 ¥   907,281 ¥ — ¥ 907,281

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 42,591 3,246 39,915 85,752 (85,752) —

計 ¥720,078 ¥62,158 ¥210,797 ¥   993,033 ¥ (85,752) ¥ 907,281

営業費用 ¥664,103 ¥59,061 ¥204,693 ¥   927,857 ¥ (67,443) ¥ 860,414

営業利益 ¥  55,975 ¥  3,097 ¥    6,104 ¥     65,176 ¥ (18,309) ¥ 46,867

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資産 ¥682,076 ¥40,272 ¥170,812 ¥   893,160 ¥163,177 ¥1,056,337

減価償却費 ¥119,203 ¥  7,406 ¥  11,646 ¥   138,255 ¥ 521 ¥ 138,776

資本的支出 ¥  85,337 ¥12,319 ¥  14,420 ¥   112,076 ¥ 70 ¥ 112,146
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（百万円）

システム ネットワーク
インテグレー システム その他の 消去又は

2007年3月31日に終了した連結会計年度 ション事業 サービス事業 事業 計 全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高：
（1）外部顧客に対する売上高 ¥786,066 ¥65,178 ¥193,674 ¥1,044,918 ¥         — ¥1,044,918

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 44,711 3,905 42,890 91,506 (91,506) —

計 ¥830,777 ¥69,083 ¥236,564 ¥1,136,424 ¥ (91,506) ¥1,044,918

営業費用 ¥738,501 ¥65,182 ¥223,703 ¥1,027,386 ¥ (72,718) ¥ 954,668

営業利益 ¥  92,276 ¥  3,901 ¥  12,861 ¥ 109,038 ¥ (18,788) ¥ 90,250

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資産 ¥662,285 ¥46,601 ¥183,196 ¥   892,082 ¥195,265 ¥1,087,347

減価償却費 ¥109,544 ¥  8,140 ¥    9,006 ¥   126,690 ¥ 540 ¥ 127,230

資本的支出 ¥114,391 ¥  9,595 ¥  15,554 ¥   139,540 ¥ 25 ¥ 139,565

（百万円）

システム ネットワーク
インテグレー システム その他の 消去又は

2008年3月31日に終了した連結会計年度 ション事業 サービス事業 事業 計 全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高：
（1）外部顧客に対する売上高 ¥786,653 ¥70,883 ¥216,869 ¥1,074,405 ¥ — ¥1,074,405

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 48,319 4,620 52,532 105,471 (105,471) —

計 ¥834,972 ¥75,503 ¥269,401 ¥1,179,876 ¥(105,471) ¥1,074,405

営業費用 ¥744,677 ¥70,230 ¥248,605 ¥1,063,512 ¥  (85,019) ¥   978,493

営業利益 ¥  90,295 ¥  5,273 ¥  20,796 ¥   116,364 ¥  (20,452) ¥     95,912

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資産 ¥764,503 ¥50,598 ¥194,914 ¥1,010,015 ¥ 183,812 ¥1,193,827

減価償却費 ¥122,143 ¥  8,979 ¥    8,384 ¥   139,506 ¥        548 ¥   140,054

資本的支出 ¥148,946 ¥11,345 ¥  16,466 ¥   176,757 ¥          69 ¥   176,826
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（千ドル）

システム ネットワーク
インテグレー システム その他の 消去又は

2008年3月31日に終了した連結会計年度 ション事業 サービス事業 事業 計 全社 連　結

Ⅰ売上高及び営業損益
売上高：
（1）外部顧客に対する売上高 $7,866,530 $708,830 $2,168,690 $10,744,050 $             — $10,744,050

（2）セグメント間の内部
売上高又は振替高 483,190 46,200 525,320 1,054,710 (1,054,710) —

計 $8,349,720 $755,030 $2,694,010 $11,798,760 $(1,054,710) $10,744,050

営業費用 $7,446,770 $702,300 $2,486,050 $10,635,120 $   (850,190) $  9,784,930

営業利益 $   902,950 $  52,730 $   207,960 $  1,163,640 $   (204,520) $    959,120

Ⅱ資産、減価償却費及び資本的支出
資産 $7,645,030 $505,980 $1,949,140 $10,100,150 $ 1,838,120 $  1,193,270

減価償却費 $1,221,430 $  89,790 $    83,840 $  1,395,060 $        5,480 $  1,400,540

資本的支出 $1,489,460 $113,450 $   164,660 $  1,767,570 $           690 $  1,768,260

（注）1. 事業区分は、サービスの種類・性質及び販売市場の類似性等を基に行っております。
2. 各事業区分における主な内容

事業区分 主　な　内　容
システムインテグレーション事業 お客様の個別ニーズに合わせて、データ通信システムを開発し、その販売、賃貸、サービスの提供等を行う事業であります。
ネットワークシステムサービス事業 市場のニーズに合わせて、インターネットに代表されるコンピュータネットワークを基盤として、種々の情報提供、情報処理等のサービスを提供する事

業であります。
その他の事業 お客様の経営上の問題点に係る調査及び分析、データ通信システムの在り方に係る企画及び提案、メンテナンス及びファシリティマネジメント等を行

う事業であります。
3. 営業費用のうち、消去又は全社に含めた配賦不能営業費用の金額は、2006年3月31日に終了した連結会計年度においては18,854百万円、2007年3月31日に終了した連結会計年度にお
いては17,852百万円であり、2008年3月31日に終了した連結会計年度においては18,978百万円（189,780千ドル）であり、その主なものは、当社の総務部門等の管理部門における管理費
用に係るものであります。

4. 資産のうち、消去又は全社に含めた全社資産の金額は2006年3月31日に終了した連結会計年度においては163,177百万円、2007年3月31日に終了した連結会計年度においては
195,265百万円、2008年3月31日に終了した連結会計年度においては183,812百万円（1,838,120千ドル）であり、その主なものは、当社の余資運転資金（現金及び預金）及び管理部門に
係る資産等であります。

5. 会計処理の変更
1）リース取引に関する会計基準
当社及び連結子会社において、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（1993年6月17日（企業会計審議会第一部 2007年3月30日改正））及び「リース取引に関する会計
基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（1994年1月18日（日本公認会計士協会会計制度委員会）、2007年3月30日改正））を、2008年3月31日に終了した連結会計年度より
適用しております。
この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、2008年3月31日に終了した連結会計年度の営業利益において、システムインテグレーション事業が2,873百万円（28,730千ドル）増
加、ネットワークシステムサービス事業が27百万円（270千ドル）減少、その他の事業が98百万円（980千ドル）増加し、資産において、システムインテグレーション事業が17,042百万円
（170,420千ドル）増加、ネットワークシステムサービス事業が269百万円（2,690千ドル）増加、その他の事業が2,162百万円（21,620千ドル）増加し、減価償却費において、システムイン
テグレーション事業が12,104百万円（121,040千ドル）増加、ネットワークシステムサービス事業が128百万円（1,280千ドル）増加、その他の事業が736百万円（7,360千ドル）増加してお
ります。

2）有形固定資産の減価償却の方法
当社及び連結子会社において、法人税法の改正に伴い、取得価額の5%に到達した連結会計年度の翌連結会計年度から、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり
均等償却し、減価償却費に含めて計上しております。
これにより、従来の方法によった場合に比べ、2008年3月31日に終了した連結会計年度の営業利益において、システムインテグレーション事業が367百万円（3,670千ドル）、ネットワー
クシステムサービス事業が267百万円（2,670千ドル）、その他の事業が146百万円（1,460千ドル）減少し、減価償却費がそれぞれ同額増加しております。

3）受注損失引当金の計上
当社及び連結子会社において、新中期経営方針における営業・開発プロセスの変革等を推進する中、受注環境の変化等により、システム開発等における将来損失発生見込み額の重
要性が高まったため、仕掛品残高を上回る当該見積額について、受注損失引当金として計上しております。
これにより、従来の方法によった場合に比べ、2008年3月31日に終了した連結会計年度の営業利益については、システムインテグレーション事業が4,739百万円（47,390千ドル）減少
しております。

（2）事業の所在地別

2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度において、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産

の金額の合計額に占める日本の割合が、いずれも90%を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

（3）海外売上高

2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した連結会計年度において、海外売上高が、連結売上高の10%未満であるため、海

外売上高の記載を省略しております。
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16.関連当事者との取引
2006年3月31日に終了した連結会計年度における関連当事者との取引は以下のとおりであります。

役員及び個人主要株主等 2006

属性 役員 役員 役員

会社等の名称 浜口友一 浜口友一 中村直司

事業の内容 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長 当社顧問

日本電子決済推進機構会長 日本電子決済推進機構会長 ソフトウェアエンジニアリング

技術研究組合理事長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ― ―

事業上の関係 ― ― ―

取引の内容 建物賃貸等その他の事業収入 年会費の支払 システムコンサルティングサービス収入

取引金額 28百万円 4百万円 14百万円

科目 ― ― ―

期末残高 ― ― ―

役員及び個人主要株主等 2006

属性 役員 役員 役員

会社等の名称 中村直司 山下徹 山下徹

事業の内容 当社顧問 当社代表取締役副社長 当社代表取締役副社長

執行役員 執行役員

ソフトウェアエンジニアリング ソフトウェアエンジニアリング ソフトウェアエンジニアリング

技術研究組合理事長 技術研究組合理事長 技術研究組合理事長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ― ―

事業上の関係 ― ― ―

取引の内容 年会費の支払 システムコンサルティング 年会費の支払

サービス収入

取引金額 2百万円 106百万円 0百万円

科目 ― ― ―

期末残高 ― ― ―



83

兄弟会社等 2006

属性 親会社の子会社

会社等の名称 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ（株）

住所 東京都千代田区

資本金 7,750百万円

事業の内容 不動産関連業務及びアウトソーシング事業

議決権等の所有割合 なし

関係内容

役員の兼任等 なし

事業上の関係 NTTグループ会社間取引の資金決済

取引の内容 NTTグループ会社間取引の資金決済

取引金額 60,699百万円

科目 未収入金

期末残高 10,029百万円

2007年3月31日に終了した連結会計年度における関連当事者との取引は以下のとおりであります。

役員及び個人主要株主等 2007

属性 役員 役員 役員

会社等の名称 浜口友一 浜口友一 浜口友一

事業の内容 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長

日本電子決済推進機構会長 日本電子決済推進機構会長 特定非営利活動法人日本環境倶楽部理事長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ― ―

事業上の関係 ― ― ―

取引の内容 建物賃貸等その他の事業収入 年会費の支払 年会費の支払

取引金額 28百万円 3百万円 1百万円

科目 ― ― ―

期末残高 ― ― ―
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役員及び個人主要株主等 2007

属性 役員 役員

会社等の名称 山下徹 山下徹

事業の内容 当社代表取締役副社長執行役員 当社代表取締役副社長執行役員

ソフトウェアエンジニアリング ソフトウェアエンジニアリング

技術研究組合理事長 技術研究組合理事長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ―

事業上の関係 ― ―

取引の内容 システムコンサルティングサービス収入 年会費の支払

取引金額 119百万円 3百万円

科目 ― ―

期末残高 ― ―

兄弟会社等 2007

属性 親会社の子会社 親会社の子会社 親会社の子会社

会社等の名称 エヌ・ティ・ティ・ （株）エヌ・ティ・ティ・ドコモ NTTファイナンス（株）

ビジネスアソシエ（株）

住所 東京都千代田区 東京都千代田区 東京都港区

資本金 7,750百万円 949,680百万円 6,774百万円

事業の内容 不動産関連業務及び 移動通信事業 総合リース業

アウトソーシング事業

議決権等の所有割合 なし なし （所有）直接4.5（被所有）直接0.0

関係内容

役員の兼任等 なし なし 兼任1人

事業上の関係 NTTグループ会社間取引の資金決済 データ通信システムの開発請負 資金の預入れ等

取引の内容 NTTグループ会社間取引の資金決済 システムインテグレーション事業収入等 資金の預入れ及び受取利息

取引金額 41,632百万円 70,277百万円 16,486百万円

科目 未収入金 売掛金 流動資産その他（預け金）

期末残高 16,793百万円 9,795百万円 6百万円
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2008年3月31日に終了した連結会計年度における関連当事者との取引は以下のとおりであります。

役員及び個人主要株主等 2008

属性 役員 役員

会社等の名称 山下徹 山下徹

事業の内容 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長

日本電子決済推進機構会長 ソフトウェアエンジニアリング

技術研究組合理事長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ―

事業上の関係 ― ―

取引の内容 建物賃貸等その他の事業収入 年会費の支払

取引金額 21百万円（210千ドル） 2百万円（20千ドル）

科目 ― ―

期末残高 ― ―

役員及び個人主要株主等 2008

属性 役員 役員 役員

会社等の名称 浜口友一 浜口友一 浜口友一

事業の内容 当社取締役相談役 当社取締役相談役 当社取締役相談役

日本電子決済推進機構前会長 日本電子決済推進機構前会長 社団法人情報サービス産業協会会長

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ― ―

事業上の関係 ― ― ―

取引の内容 建物賃貸等その他の事業収入 年会費の支払 年会費の支払

取引金額 7百万円（70千ドル） 3百万円（30千ドル） 4百万円（40千ドル）

科目 ― ― ―

期末残高 ― ― ―

役員及び個人主要株主等 2008

属性 役員 役員

会社等の名称 浜口友一 浜口友一

事業の内容 当社取締役相談役 当社取締役相談役

社団法人情報サービス産業協会会長 特定非営利活動法人日本環境倶楽部

議決権等の所有割合 （被所有）直接0.0% （被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ―

事業上の関係 ― ―

取引の内容 原稿執筆等収入 年会費の支払

取引金額 0百万円（0千ドル） 1百万円（10千ドル）

科目 ― ―

期末残高 ― ―
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兄弟会社等 2008

属性 親会社の子会社 親会社の子会社

会社等の名称 エヌ・ティ・ティ・ビジネスアソシエ（株） NTTファイナンス（株）

住所 東京都千代田区 東京都港区

資本金 7,750百万円（77,500千ドル） 6,774百万円（67,740千ドル）

事業の内容 不動産関連業務及びアウトソーシング事業 総合リース業

議決権等の所有割合 なし （所有）直接4.5（被所有）直接0.0

関係内容

役員の兼任等 なし なし

事業上の関係 NTTグループ会社間取引の資金決済 資金の預入れ等

取引の内容 NTTグループ会社間取引の資金決済 資金の預入れ及び受取利息

取引金額 44,179百万円（441,790千ドル） 34,614百万円（346,140千ドル）

科目 未収入金 流動資産その他（預け金）

期末残高 16,381百万円（163,810千ドル） 11百万円（110千ドル）

（注）1. 上記の取引条件及びその決定方法については、他の取引先と同様の条件によっております。
2. 資金の預入れの取引金額については、預け金の平均残高を記載しております。

17.企業結合等関係
（1）被取得企業の名称及び事業内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び取得した議決権比率

1）被取得企業の名称 itelligence AG

2）事業内容 SAP環境におけるコンサルティング事業、システム・インテグレーション及びソフトウェア開

発事業、ライセンス事業、アウトソーシング・サービス等

3）企業結合を行った主な理由 当社グループは日系グローバル企業のお客様からのSAP対応の要望に応える体制を欧州

及び北米で確立ができ、また、itelligence AGはアジア市場への展開が容易にできること

から、資本提携に至りました。

4）企業結合日 2007年12月31日（みなし取得日）

5）法的形式 株式取得（当社の完全子会社である在ドイツのNTT DATA Europe GmbH & Co. KGを通

じての公開買付）

6）取得した議決権比率 77.2%

（2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間

決算日の差異が３ヵ月を超えていないため、2007年12月31日の貸借対照表を連結しております。

（3）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 itelligence AG 株式 18,614百万円（186,140千ドル）

取得に直接要した費用 デュー・デリジェンス費用及びアドバイザリー費用 434百万円（ 4,340千ドル）

取得原価 19,048百万円（190,480千ドル）

（4）発生したのれんの金額

1）発生したのれんの金額 15,748百万円（157,480千ドル）

2）発生要因 itelligence AGの今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力の合理的な見積り

により発生しております。
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（5）企業結合日に受入れた資産及び引受けた負債の金額並びに主な内訳

（資産の部） （負債の部）

流動資産 12,243百万円（122,430千ドル） 流動負債 8,712百万円（87,120千ドル）

固定資産 5,771百万円（ 57,710千ドル） 固定負債 2,318百万円（23,180千ドル）

（6）取得原価の配分

2008年3月31日に終了した連結会計年度末において取得原価の配分が完了していないため、2008年3月31日時点で入手可

能な合理的情報に基づき暫定的な会計処理を行っております。

18. 1株当たり当期純利益
基本的及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益は、前で記載した1株当たり当期純利益と同額であります。

19.契約債務及び偶発債務
2007年3月31日に終了した連結会計年度における契約債務及び偶発債務は以下のとおりであります。

建物賃貸契約に対する賃借料に係る保証債務は、以下のとおりであります。

Quality Technology Services Jersey City, LLC 1,929百万円

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は、以下のとおりであります。

第8回国内無担保普通社債 30,000百万円

第14回国内無担保普通社債 30,000百万円

なお、「金融商品に係る会計基準」における経過措置が適用可能な債務履行引受契約を金融機関と締結し、債務の履行を委任

しております。

2008年3月31日に終了した連結会計年度における契約債務及び偶発債務は以下のとおりであります。

建物賃貸借契約に対する賃借料に係る保証債務は、以下のとおりであります。

Quality Technology Services Jersey City, LLC 1,287百万円（外貨額 12,870千ドル）

社債の債務履行引受契約に係る偶発債務は、以下のとおりであります。

第8回国内無担保普通社債 30,000百万円（300,000千ドル）

第14回国内無担保普通社債 30,000百万円（300,000千ドル）

なお、「金融商品に係る会計基準」における経過措置が適用可能な債務履行引受契約を金融機関と締結し、債務の履行を委任

しております。
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20.担保資産
2007年3月31日に終了した連結会計年度における当社及び連結子会社の資産のうち、銀行からの長期借入金の担保に付されて

いるものがあります。

担保に供している資産は、以下のとおりであります。

売掛債権 402百万円

建物及び構築物 19,819百万円

機械装置及び運搬具 133百万円

工具器具及び備品 344百万円

担保付債務は以下のとおりであります。

長期借入金 5,468百万円

特定目的会社の長期借入金
（1年以内に返済予定のものを含む） 31,619百万円

2008年3月31日に終了した連結会計年度における当社及び連結子会社の資産のうち、銀行からの長期借入金の担保に付されて

いるものがあります。

担保に供している資産は、以下のとおりであります。

売掛債権 868百万円 （8,680千ドル）

建物及び構築物 19,654百万円 （196,540千ドル）

機械装置及び運搬具 896百万円 （8,960千ドル）

工具器具及び備品 278百万円 （2,780千ドル）

土地 16百万円 （160千ドル）

建設仮勘定 39百万円 （390千ドル）

ソフトウェア 92百万円 （920千ドル）

担保付債務は以下のとおりであります。

長期借入金 6,504百万円 （65,040千ドル）

特定目的会社の長期借入金
（1年以内に返済予定のものを含む） 25,163百万円 （251,630千ドル）
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21.後発事象
無担保社債の発行

当社は2008年3月28日開催の取締役会決議に基づき、次のとおり社債を発行しました。

銘柄 第20回無担保社債 第21回無担保社債

発行年月日 2008年4月22日 2008年4月22日

発行総額 50,000百万円（500,000千ドル） 50,000百万円（500,000千ドル）

発行価格 額面100円につき99円97銭 額面100円につき99円93銭

利率 年1.10% 年1.60%

償還期限 2013年6月20日 2018年3月20日

担保 無担保・無保証 無担保・無保証

使途 社債、コマーシャル・ペーパー償還資金 社債、コマーシャル・ペーパー償還資金

当社の剰余金の処分

2008年3月31日に終了した会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌会計年度となるものは以下のとおりであり、剰

余金の処分に関する議案が2008年6月20日に開催された株主総会において承認されております。

（百万円） （千ドル）

現金配当（1株当たり2,500円） ¥7,013 $70,130

株式の種類 普通株式

配当の原資 利益剰余金

基準日 2008年3月31日

効力発生日 2008年6月23日
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ

株主及び取締役会御中

私どもは、添付の株式会社エヌ・ティ・ティ・データ及び子会社の日本円で表示された2007年および2008年3月31

日現在の連結貸借対照表、並びに同日をもって終了した連結会計年度の連結損益計算書、連結株主資本等変動計算

書及び連結キャッシュ・フロー計算書について監査を実施した。この連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、私ど

もの責任は、私どもの監査に基づいて独立の立場から連結財務諸表に対する意見を表明することにある。なお、株

式会社エヌ・ティ・ティ・データおよび子会社の2006年3月31日をもって終了した連結会計年度の連結財務諸表は、他

の監査人による監査を受けており、2006年6月22日付けの他の監査人の監査報告書ではこれらの連結財務諸表に

対して無限定適正意見が表明されている。

私どもは、我が国において一般に公正妥当と認められた監査基準に準拠して監査を実施した。監査の基準は、私

どもに財務諸表に重要な虚偽の表示がないかどうかについて合理的な保証を得ることを求めている。監査は、連結

財務諸表上の金額及び開示の基礎となる証拠の試査による検証を含んでいる。また、監査は、経営者が採用した会

計方針及び経営者によって行われた見積の評価並びに全体としての財務諸表の表示を検討することも含んでいる。

私どもは、監査の結果として意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。

私どもは、上記の連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会

社エヌ・ティ・ティ・データ及び子会社の2007年および2008年3月31日現在の財政状態並びに同日をもって終了した連結

会計年度の経営成績及びキャッシュ・フローの状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

追記情報

連結財務諸表注記7に記載されている通り、株式会社エヌ・ティ・ティ・データは当連結会計年度から、「リース取引

に関する会計基準」（2007年3月30日改正）を適用している。

連結財務諸表注記21に記載されている通り、株式会社エヌ・ティ・ティ・データは2008年4月22日に、第20回無担

保社債、第21回無担保社債を発行した。

2008年3月31日現在及び同日をもって終了した連結会計年度の連結財務諸表は、読者の便宜のために米国ドルに

換算されている。監査は日本円から米ドルへの換算を含んでおり、連結財務諸表注記3に記載された方法に基づいて

換算されている。

KPMG AZSA & Co.

日本、東京

2008年6月20日

（注）この独立監査人の監査報告書（訳文）は、英文連結財務諸表に対して受領したIndependent Auditors’ Reportを翻訳したものである。

独立監査人の監査報告書（訳文）
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個別財務6年間のサマリー
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
3月31日に終了した1年間

（百万円） （千ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

会計年度：

売上高 ¥   780,652 ¥   750,703 ¥   738,241 ¥   757,586 ¥   856,341 ¥   859,756 $  8,597,560

システムインテグレーション事業 611,315 576,537 555,233 560,735 638,089 614,050 6,140,500

ネットワークシステムサービス事業 54,315 54,272 53,140 55,253 61,070 66,477 664,770

その他の事業 115,022 119,894 129,868 141,598 157,182 179,229 1,792,290

売上原価 592,802 574,347 568,637 580,523 651,680 662,630 6,626,300

営業利益 57,297 51,178 30,289 36,477 81,137 79,278 792,780

税引前当期純利益 44,359 35,403 24,154 34,162 74,473 35,899 358,990

当期純利益 24,075 23,220 17,486 25,314 46,287 22,204 222,040

受注高 789,347 650,302 543,903 577,056 777,458 787,455 7,874,550

設備投資額 172,948 148,902 110,336 108,365 127,756 170,509 1,705,090

研究開発費 18,439 15,291 16,342 16,975 11,140 10,170 101,700

会計年度末：

有形固定資産：取得価額 1,002,184 805,755 799,811 796,662 834,909 889,933 8,899,330

（控除：減価償却累計額） (603,071) (463,170) (490,819) (502,083) (528,695) (553,118) (5,531,180)

長期債務 311,887 267,316 207,399 177,259 135,330 93,605 936,050

負債合計 666,961 588,378 507,509 494,803 465,815 543,727 5,437,270

自己資本 427,696 445,985 458,533 477,775 513,510 519,464 5,194,640

総資産 1,094,657 1,034,363 966,042 972,578 979,325 1,063,191 10,631,910

（円） （ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

1株当たり情報：

当期純利益 ¥    8,552 ¥    8,246 ¥    6,204 ¥    8,999 ¥  16,502 ¥    7,916 $79.16

純資産 152,445 158,965 163,440 170,304 183,070 185,192 18.52

現金配当 2,000 2,000 2,000 3,000 5,000 5,000 50.00 

その他の情報：

売上高営業利益率（%） 7.3 6.8 4.1 4.8 9.5 9.2 —

売上高当期純利益率（%） 3.1 3.1 2.4 3.3 5.4 2.6 —

自己資本当期純利益率（%） 5.8 5.3 3.9 5.4 9.3 4.3 —

総資産当期純利益率（%） 2.2 2.2 1.7 2.6 4.7 2.1 —

配当性向（%） 23.4 24.3 32.2 33.3 30.3 63.2 —

自己資本配当率（%） 1.3 1.3 1.2 1.8 2.7 2.7 —

従業員数（人） 7,550 7,232 7,620 7,980 8,324 8,550 —

期末発行済株式数（株） 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 2,805,000 —

（注）1. 営業種類別の区分による売上高については、以下のとおりであります。

（百万円） （千ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008

データ通信サービス ¥392,702 ¥390,274 ¥385,076 ¥342,853 ¥357,659 ¥332,568 $3,325,680

システム開発サービス 254,997 221,988 187,748 220,136 269,492 259,131 2,591,310

その他のサービス 132,953 138,441 165,417 194,597 229,190 268,057 2,680,570

2. 1株当たり当期純利益及び1株当たり自己資本の算定にあたっては、「1株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第2号）及び「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適
用指針」（企業会計基準適用指針第4号）を適用したことから、すべての期間にわたって算定し直しております。

3. 便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しております。
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貸借対照表
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
2007年及び2008年3月31日現在

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

資産の部
流動資産：
現金及び預金 ¥ 100,912 ¥     92,138 $     921,380
売掛債権：
外部顧客 142,897 148,377 1,483,770
NTT — — —
子会社及び関連会社 2,524 5,514 55,140

145,421 153,891 1,538,910
（控除：貸倒引当金） (394) (488) (4,880)

145,027 153,403 1,534,030
未収入金 24,085 37,604 376,040
仕掛品 18,594 29,044 290,440
貯蔵品 1,395 1,843 18,430
前払費用 6,090 7,283 72,830
繰延税金資産 6,440 9,718 97,180
その他の流動資産 10,346 9,088 90,880
流動資産合計 312,889 340,121 3,401,210

投資及び貸付金：
投資有価証券 21,238 19,783 197,830
子会社及び関連会社への投資 33,185 35,799 357,990
その他の投資 7,932 29,156 291,560
投資及び貸付金合計 62,355 84,738 847,380

有形固定資産：取得価額 834,909 889,933 8,899,330
（控除：減価償却累計額） (528,695) (553,118) (5,531,180)
有形固定資産合計 306,213 336,815 3,368,150

無形固定資産：
ソフトウェア 182,834 186,141 1,861,410
ソフトウェア仮勘定 36,664 53,323 533,230
その他 2,268 3,815 38,150
無形固定資産合計 221,766 243,279 2,432,790

敷金及び保証金 20,643 18,559 185,590

繰延税金資産 55,459 39,679 396,790
資産合計： ¥ 979,325 ¥1,063,191 $10,631,910

（注）便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しております。

参考情報
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（百万円） （千ドル）

2007 2008 2008

負債の部
流動負債：
短期借入金 ¥  16,100 ¥     14,450 $     144,500
コマーシャル・ペーパー — 45,000 450,000
1年以内に返済予定の長期債務 41,999 60,000 600,000
買掛債務：
仕入先 56,413 67,743 677,430
子会社及び関連会社 24,975 26,142 261,420
外注先及びその他 18,768 93,476 934,760

100,156 187,361 1,873,610
未払法人税等 16,465 — —
未払費用 7,489 7,256 72,560
前受金 5,679 35,708 357,080
その他の流動負債 38,179 50,309 503,090
流動負債合計 226,067 400,084 4,000,840

長期債務 135,330 93,605 936,050

退職給付引当金 104,418 50,038 500,380
負債合計 465,815 543,727 5,437,270

契約債務及び偶発債務

純資産の部
株主資本：
資本金
発行可能株式総数—11,220,000株2007年及び2008年3月31日
発行済株式数—2,805,000株2007年及び2008年3月31日 142,520 142,520 1,425,200

資本剰余金
資本準備金 139,300 139,300 1,393,000

利益剰余金
利益準備金 2,288 2,288 22,880
プログラム等準備金 1,186 667 6,670
特定情報機器特別償却準備金 23 — —
開発研究用設備特別償却準備金 54 25 250
別途積立金 173,000 203,000 2,030,000
繰越利益剰余金 53,426 30,774 307,740

229,977 236,754 2,367,540
株主資本合計 511,797 518,574 5,185,740

評価・換算差額等：
その他有価証券評価差額金 1,713 890 8,900
純資産合計 513,510 519,464 5,194,640
負債・純資産合計： ¥979,325 ¥1,063,191 $10,631,910
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損益計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した会計年度

参考情報

（百万円） （千ドル）

2006 2007 2008 2008

売上高 ¥757,586 ¥856,341 ¥859,756 $8,597,560

売上原価 580,523 651,680 662,630 6,626,300

売上総利益 177,063 204,661 197,126 1,971,260

販売費及び一般管理費 140,586 123,524 117,848 1,178,480

営業利益 36,477 81,137 79,278 792,780

営業外収益（費用）：

受取利息 68 310 572 5,720

支払利息 (3,025) (2,998) (2,749) (27,490)

投資有価証券売却益 117 116 552 5,520

受取保険金等 883 940 1,181 11,810

匿名組合出資分配益 2,094 1,560 1,407 14,070

投資事業組合収益 629 880 347 3,470

固定資産除却損 (810) (1,474) (909) (9,090)

投資有価証券評価損 (1,494) (706) (269) (2,690)

関係会社株式評価損 (926) (5,397) (3,755) (37,550)

NTT厚生年金基金代行返上益 — — 16,714 167,140

リース会計基準の適用に伴う影響額 — — (16,155) (161,550)

出向政策の見直し等に係る関連費用 — — (40,463) (404,630)

その他（純額） 149 105 148 1,480

(2,315) (6,664) (43,379) (433,790)

税引前当期純利益 34,162 74,473 35,899 358,990

法人税等：

法人税、住民税及び事業税 17,662 27,543 629 6,290

法人税等調整額 (8,814) 643 13,066 130,660

8,848 28,186 13,695 136,950

当期純利益 ¥  25,314 ¥  46,287 ¥  22,204 $   222,040

（円） （ドル）

1株当たり：

当期純利益 ¥8,999 ¥16,502 ¥7,916 $79.16

現金配当 3,000 5,000 5,000 50.00

（注）便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しております。
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株主資本等変動計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
2006年、2007年及び2008年3月31日に終了した会計年度

参考情報

（百万円）

評価・
株主資本 換算差額等

特定情報通信 開発研究用 その他
プログラム等 機器特別 設備特別 繰越利益 有価証券 純資産

発行済株式数 資本金 資本準備金 利益準備金 準備金 償却準備金 償却準備金 別途積立金 剰余金 合計 評価差額金 合計

2005年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥2,288 ¥ 4,091 ¥ 184 ¥ 44 ¥148,000 ¥ 20,756 ¥457,183 ¥1,350 ¥458,533
2006年3月31日に終了した会計年度の
当期純利益 — — — — — — — — 25,314 25,314 — 25,314
現金配当 — — — — — — — — (7,012) (7,012) — (7,012)
取締役及び監査役に対する賞与 — — — — — — — — (84) (84) — (84)
プログラム等準備金からの振替 — — — — (1,311) — — — 1,311 — — —
特定情報機器特別償却準備金からの振替 — — — — — (53) — — 53 — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — — 38 — (38) — — —
別途積立金への振替 — — — — — — — 13,000 (13,000) — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — — 1,024 1,024

2006年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥2,288 ¥ 2,780 ¥ 131 ¥ 82 ¥161,000 ¥ 27,300 ¥475,401 ¥2,374 ¥477,775
2007年3月31日に終了した会計年度の
当期純利益 — — — — — — — — 46,287 46,287 — 46,287
現金配当 — — — — — — — — (9,818) (9,818) — (9,818)
取締役及び監査役に対する賞与 — — — — — — — — (73) (73) — (73)
プログラム等準備金からの振替 — — — — (1,594) — — — 1,594 — — —
特定情報機器特別償却準備金からの振替 — — — — — (108) — — 108 — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — — (28) — 28 — — —
別途積立金への振替 — — — — — — — 12,000 (12,000) — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — — (661) (661)

2007年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥2,288 ¥ 1,186 ¥   23 ¥ 54 ¥173,000 ¥ 53,426 ¥511,797 ¥1,713 ¥513,510
2008年3月31日に終了した会計年度の
当期純利益 — — — — — — — — 22,204 22,204 — 22,204
現金配当 — — — — — — — — (15,428) (15,428) — (15,428)
プログラム等準備金からの振替 — — — — (519) — — — 519 — — —
特定情報機器特別償却準備金からの振替 — — — — — (23) — — 23 — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — — (29) — 29 — — —
別途積立金への振替 — — — — — — — 30,000 (30,000) — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — — (823) (823)

2008年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥2,288 ¥ 667 — ¥ 25 ¥203,000 ¥ 30,774 ¥518,574 ¥ 890 ¥519,464

（千ドル）

評価・
株主資本 換算差額等

特定情報通信 開発研究用 その他
プログラム等 機器特別 設備特別 繰越利益 有価証券 純資産

資本金 資本準備金 利益準備金 準備金 償却準備金 償却準備金 別途積立金 剰余金 合計 評価差額金 合計

2007年3月31日現在 $1,425,200 $1,393,000 $22,880 $11,860 $ 230 $ 540 $1,730,000 $ 534,260 $5,117,970 $17,130 $5,135,100
2008年3月31日に終了した会計年度の
当期純利益 — — — — — — — 222,040 222,040 — 222,040
現金配当 — — — — — — — (154,280) (154,280) — (154,280)
プログラム等準備金からの振替 — — — (5,190) — — — 5,190 — — —
特定情報機器特別償却準備金からの振替 — — — — (230) — — 230 — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — (290) — 290 — — —
別途積立金への振替 — — — — — — 300,000 (300,000) — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — (8,230) (8,230)

2008年3月31日現在 $1,425,200 $1,393,000 $22,880 $  6,670 — $ 250 $2,030,000 $ 307,740 $5,185,740 $  8,900 $5,194,640

（注）便宜上2008年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝100円で円をドルに換算しております。
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20年間の売上高・営業利益率推移

連結売上高

単体売上高

連結営業利益率

単体営業利益率
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社員数の推移

グループ社員数：約23,100人（2008年3月末現在）

単体 連結 海外
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国内ITサービス市場の推移

セグメント別市場規模予測
＜モデレートケース＞

※ ITマネジメント：狭義のITアウトソーシング・サービスに該当。

市場規模合計

12,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2,000

0

ビジネス・プロセス・マネジメント情報処理ヘルプデスク・マネジメント＊アプリケーション・マネジメント＊
運用＊システム展開インテグレーションアプリケーション開発
ITコンサルティングビジネス・コンサルティングソフトウェア製品サポートハードウェア製品サポート

（単位：十億円）

＊ガートナー定義　運用、アプリケーション・マネジメント、ヘルプデスク・マネジメントをまとめて、ITマネジメントと総称。
　出典：ガートナー『2007年下期版セグメント別 ITサービス市場規模予測』中尾晃政, 2008年1月25日, ＧＪ08193
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中央省庁の情報化関連予算推移

高度情報通信ネットワーク社会の形成に関する予算額の推移

（郵政事業庁分除き）

（国立大学分除き）出典：ＩＴ戦略本部
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1,655.5 1,920.4 1,986.8 1,576.1 1,539.0 1,457.7 1,331.5 1,295.1 1,298.2 1,251.2 1,216.8

国内ITサービス市場 ＜モデレートケース＞
2007年　10兆2,967億円

金融分野
23.7%

公共分野
16.0%

法人分野
60.3%

分野別 ITサービス市場規模

出典：ガートナー『2007年下期版セグメント別 ITサービス市場規模予測』
       中尾晃政, 2008年1月25日, ＧＪ08194

当社連結売上高
2008年3月期実績　1兆744億円

金融分野
39.0%

公共分野
28.0%

法人分野
30.0%

その他
3.0%

※その他：保守・運用的等



98

世界のITサービス市場規模

西欧エリア

2007 2011

243
306

中東・アフリカエリア

2007 2011

10 14

中・東欧エリア

2007 2011

6 8

日本

2007 2011

84 99

北米エリア

2007 2011

310

415

アジア・太平洋エリア（日本を除く）

2007 2011

48 69

中南米エリア

2007 2011

28 50

世界合計

2007 2011

732

964

出典：ガートナー『2007年下期版セグメント別ITサービス市場規模予測』中尾晃政, 2008年1月25日, ＧＪ08189

（単位：十億ドル）

2006年世界のITサービスベンダランキング（売上高順）＊ （単位：百万ドル)

順位 ベンダ 2005 2006 成長率（2005–2006）

1 IBM 47,407 48,247 1.8%

2 EDS 19,857 21,268 7.1%

3 Fujitsu 17,811 17,919 0.6%

4 Accenture 15,989 17,231 7.8%

5 Hewlett-Packard 16,104 16,442 2.1%

6 Computer Sciences Corporation（CSC） 14,559 14,636 0.5%

7 Lockheed Martin 9,971 10,875 9.1%

8 Capgemini 8,555 9,663 13.0%

9 Automatic Data Processing, Inc 8,498 9,428 10.9%

10 Northrop Grumman 8,570 8,908 3.9%

15 NTT Data 7,529 7,970 5.9%

＊出典：ガートナー『世界のITサービス市場シェアランキング2006』森川ちあき, 2007年9月18日, GJ08195

世界のITサービスベンダランキング
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今後の当社グローバル戦略

狙　

い

戦　

略
中
長
期
的
戦
略

日系グローバル企業へのサポート力強化

地理的カバレッジの拡大－－アジア・米・欧三極体制の確立 

グローバルなブランドの確立

グローバルに統一されたソリューション・プラットフォーム「NTT DATA WAY」

・新規顧客の獲得
・既存顧客の深掘り

・優秀なリソース確保
・原価低減

・ナレッジ共有
・マーケットの拡大

※ 現中期経営方針では、「地理的カバレッジの拡大」を中心に取り組んでいます。

オフショア開発発注先の拡大

海外現地企業への着実な展開

中
期
経
営
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Boston

Revere Tryarc
大都市圏（人口トップ20） 日系製造業進出トップ10州

Tryarcカバー範囲

Revere社拠点と日系製造業分布

Revere社の売上高推移

買収後、当社とのシナジー効果により増収傾向に転じている。

売上高
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69 61 43 35 37 41 58 67 74
（単位：百万ドル）

概　要

当社のグループ会社であるThe Revere Group, Limitedが、
米国ITベンダのTryarc L.L.Cの全事業を譲受（2007年8月1日
契約締結）

目 的

●拠点の拡充

日系企業が多数進出している米国西海岸（ロサンゼルス及
びサンフランシスコ）のビジネス拠点の拡充、顧客サポート
強化
●ソリューションの拡充

Tryarc社はSAP、Business ObjectsのERP事業に強みを
持っており、Revere社が得意とするOracle、Microsoft等に
加えて幅広い選択肢の中から最適なソリューションを顧客に
提供可能
●顧客基盤の拡充

製造業、ヘルスケア業界でのシナジー創出

（参考）Revere社の概要

社　　名 The Revere Group, Limited
設　　立 1991年
資 本 金 14.0百万ドル
株主構成 NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C. 60%、

Revere社経営陣等40%
従業員数 354名（2008年3月末）
売 上 高 2008年3月期実績　66.5百万ドル（76億円）

2009年3月期計画　74.2百万ドル（78億円）

米国グループ会社Revere社による米国ITベンダTryarc社の事業譲受



サービス
連携

サービス
連携

サービス連携

サービス
連携

サービス提供

お客様の
中国・アジア拠点

お客様の
欧州拠点

お客様の
米国拠点

サービス提供 サービス提供

中国･アジア、欧州、米国の当社拠点との連携によるグローバルなIT
サポートサービスを提供

中国・アジア 欧　州 米　国

【Vertexの強み】

双方向で
メリットを享受

【NTTデータの強み】

NTTデータグループ全体としての競争力

・ 高い日本語能力要員
・ 豊富な日本向けビジ
ネスの経験
・ BtoCのWebシステ
ム、モバイルシステム
の開発実績

・ 開発手法・品質管理
ノウハウ
・ 日本における知名度
・ 充実した教育プログ
ラム

当社の主なオフショア開発エリア

各社の強みとシナジー効果

VERTEX

北京エリア

東京

上海エリア

ムンバイ・プネエリア

itelligence社の概要

社名 itelligence AG（所在地：Bielefeld）
設立 2000年
資本金 23百万ユーロ（約37億円）
株主構成 NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG：77.2%

NTTコミュニケーションズ：10.2%
Herbert Vogel（CEO）：4.7%

従業員数 約1,220名（2008年3月末）
売上高 2008年3月期実績　190.9百万ユーロ

2009年3月期計画　209.3百万ユーロ（335億円）
ドイツを拠点とし、SAP環境におけるフルサービスソリューション
をグローバルに提供するリーディングカンパニー

買収の狙い

●日系グローバル企業からのSAP対応の要望に応える体制を
欧州及び北米で確立するため

経　緯

●当社のグループ会社であるNTT DATA EUROPEがitelligence
社の公開買付を実施する契約を締結（2007年10月23日）

●2007年11月13日～12月13日：第一次公開買付
発行済み株式数の約76%を取得しTOB成功

●2007年12月20日～2008年1月2日：第二次公開買付
第一次と合わせて発行済み株式数の約87%を取得
●2008年2月：グローバルビジネスにおけるシナジー創出及び
ビジネス機会の拡大等を目的として、NTTコミュニケーショ
ンズに発行済み株式数の約10%を譲渡

Vertex社の概要

社名 Vertex Software Pvt. Ltd.（所在地：Pune）
設立 1996年
資本金 1,421万INR（約41百万円）
株主構成 NTTデータ68.7%

Vertex社経営陣31.3%
従業員数 219名（2008年3月末）
事業内容 日本、米国向けのソフトウェア開発
売上高 2008年3月期実績　146.4百万INR（4億円）

2009年3月期計画　430.1百万INR（13億円）

目　的

●オフショア発注の拡大
要員増強
生産性、品質向上

●オフショアのカントリーリスク分散
中国一極集中の回避

●インド、欧米オフショアノウハウの蓄積・展開

グローバルオフショア開発体制の確立

今後の展開

●今後３年間で100億円規模のオフショア発注及びプロジェ
クトマネージャ等を含めた2,000人規模の開発体制を整備

●オフショア発注額及び要員数において、インドが占める割合
を今後3年間で1割強に拡大し、それ以降には更なるシェア
拡大を予定
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主なＭ＆Ａ戦略（ＩＴパートナー等）の実績

（単位：十億円）

連結実績及び見込み

Ｍ＆Ａ子会社（ＩＴパートナー等）の経年推移

283%
UP

290%
UP

連結売上貢献額
売上高

200
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160

40

0
06/305/3

56
59

39
41

07/3

78
86

08/3

97
103

09/3（見込み）

152
157

連結会社数 4社 10社 12社 15社 17社

（単位：十億円）

譲 受・ 子会社の業績（売上高）
対象分野 提携先（パートナー） 子会社名 出資比率（%） 設立年月 08/3 09/3（計画）

情報子会社

食品・バイオ 日本たばこ産業 （株）NTTデータウェーブ 80.1 2002年 8月 13.4 12.0
家電 三洋電機 （株）NTTデータ三洋システム 50.0 2003年 1月 19.4 19.6
素材 日本板硝子 （株）NTTデータビジネスブレインズ 70.0 2003年 9月 5.9 5.3
組立加工 セイコーインスツル （株）NTTデータアイテック 60.0 2003年12月 5.3 5.4
住宅・樹脂加工 積水化学工業 （株）NTTデータセキスイシステムズ 60.0 2005年 1月 8.6 8.7
ファイナンス NTTファイナンス NTTデータファイナンス・ソリューション（株） 66.7 2006年 7月 3.0 4.0
旅行 近畿日本ツーリスト （株）NTTデータテラノス 51.0 2006年10月 3.6 4.4
石油・金属 新日鉱ホールディングス（株）NTTデータCCS 60.0 2008年 4月 — 14.0

ITサービス会社

自動車・エレクトロニクス － （株）NTTデータエンジニアリングシステムズ 100.0 2006年 3月 15.1 14.7
金融（外為決済） Getronics N.V. NTTデータジェトロニクス（株） 70.0 2007年 5月 11.7 17.1

コンサルティング会社

流通・外食 西友 （株）NTTデータスミス＊ 86.4 2005年 7月 2.0 2.4
上流コンサル Capgemini ザカティーコンサルティング（株） 95.0 2005年 8月 3.0 3.4

グローバル

ERP等 － The Revere Group, Limited 60.2 2005年11月 7.6 7.8
日系現地法人対応等 － 深 NTTデータイーストネット 51.0 2007年 7月 0.1 0.3
オフショア － Vertex Software Pvt. Ltd. 68.7 2007年11月 0.4 1.3
SAP等 NTTコミュニケーションズ itelligence AG 77.2 2008年 1月 — 33.5

＊（株）NTTデータスミスは、2008年4月1日に（株）スミスより商号を変更しています。

101



主要な子会社及び関連会社

会社名 資本金 議決権比率 主な事業内容
（百万円） （%）

連結子会社

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東北 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ信越 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ東海 200 99.9 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北陸 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 400 99.7 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ中国 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ四国 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ九州 100 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムズ 800 75.0 システム販売

エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 200 75.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・システムサービス 70 65.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・テクノロジ株式会社 100 100.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・クリエイション株式会社 100 80.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所 450 100.0 コンサルティング

エヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス株式会社 100 100.0 総務業務代行

エヌ・ティ・ティ・データ・フィナンシャル株式会社 200 74.0 金融情報提供

エヌ・ティ・ティ・データ東京エス・エム・エス株式会社 100 100.0 システム運用

エヌ・ティ・ティ・データ・カスタマサービス株式会社 2,000 100.0 システム運用・保守

エヌ・ティ・ティ・データ・ソリューション株式会社 100 100.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・ネッツ株式会社 100 100.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 100 100.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・サイエンス 138 67.5 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・セキュリティ株式会社 300 100.0 セキュリティサービス

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 516 52.1 パッケージソフト販売

NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C. 48,862千米ドル 100.0 マーケティング・セールス

M.I.S.I. Co., Ltd. 5,668千米ドル
100.0 人材派遣・紹介

（100.0） システム設計・開発

2008年3月31日現在において、当社は子会社135社及び関連会社23社を有しています。下記の表では、主要な連結

子会社及び関連会社に関する情報を記載しています。
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会社名 資本金 議決権比率 主な事業内容
（百万円） （%）

The Revere Group, Limited 13,954千米ドル
60.2 コンサルティング
（60.2） システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・フィット株式会社 100 100.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社 285 100.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ユニバーシティ 100 100.0 教育・研修サービス

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・スリーシー 100
70.0

コンタクトセンター事業
（10.0）

株式会社ソリッド・エクスチェンジ 490 64.3 コンテンツ提供サービス

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ウェーブ 100 80.1 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ三洋システム 586 50.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・アウラ 100
100.0

ソフトウェア開発・保守
（100.0）

日本カードプロセシング株式会社 2,675 71.5
クレジットカード業務に係る
各種サービス

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・フロンティア 280 56.9 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスブレインズ 70 70.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・アイテック 90 60.0 ソフトウェア開発・保守

エヌ・ティ・ティ・データ・ソフィア株式会社 80 95.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ビジネスコンサルティング 95 100.0 コンサルティング

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・クイック 100 100.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・セキスイシステムズ 100 60.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・ベルSCMソリューションズ 100 51.0 システム設計・開発

株式会社スミス 94 86.4 システム設計・開発

ザカティーコンサルティング株式会社 94 95.0 コンサルティング

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・エンジニアリングシステムズ 1,691 100.0 システム設計・開発・販売

株式会社メインテック 100
100.0

システム運用・保守
（100.0）

エヌ・ティ・ティ・データ・ファイナンス・ソリューション株式会社 300 66.7 システム開発・運用

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ・テラノス 100 51.0 システム設計・開発

北京恩梯梯数据系統集成有限公司※1 27,522千人民元 100.0 システム設計・開発

エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社※1※2 831 70.0 システム設計・開発

NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KG※1※2 117,830千ユーロ
100.0

欧州事業子会社の統括
（5.0）

itelligence AG※1※2 23,995千ユーロ
77.2 コンサルティング

（77.2） システム設計・開発

その他80社

（持分法適用関連会社）

全23社

（注）1. （株）スミスは、2008年4月1日に（株）エヌ・ティ・ティ・データ・スミスに商号を変更しています。
2. NTT DATA EUROPE GmbH & Co. KGは、当社の特定子会社であります。
3. 議決権所有比率の（ ）内は、間接所有比率で内数であります。
4. ※1の会社は、当連結会計年度から重要な子会社となった会社であります。
5. ※2の会社は、当連結会計年度に当社が株式等を取得した会社であります。
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投資家情報 （2008年3月31日現在）

大株主

日本電信電話株式会社 1,520,010 54.18

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 126,982 4.53

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 118,953 4.24

ビー・エヌ・ピー・パリバ・セキュリティーズ（ジャパン）リミテッド 34,302 1.22

ドイツ証券株式会社 32,093 1.14

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 27,707 0.99

ソシエテジェネラル証券会社東京支店 23,771 0.85

NTTデータ社員持株会 17,076 0.61

インベスターズバンクウェストペンションファンドクライアンツ 16,635 0.59

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4） 16,235 0.58

発行済株式数等及び株主数

（1）会社が発行する株式の総数 11,220,000株

（2）発行済株式の総数 2,805,000株

（3）株主数 128,640名

外国法人等
15.55%

金融機関
15.29%

その他の法人
54.86%

個人・その他
12.03%

所有株式数
比率

証券会社
2.27%

株価チャート
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（円）

当社株価終値
（千円）

当社株価終値

日経平均株価終値

株式の所有者別分布状況

（注）日経平均株価は、東京証券取引所市場第一部
上場225社の単純平均株価です。
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単体ベース

連結ベース 23,080

8,550

22,608

8,324

21,308

7,980

18,720

7,620

17,389

7,232

2004 2005 2006 2007 2008

（人）

本社
〒135-6033

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

Tel : 03-5546-8202

設立年月日
1988年5月23日

資本金
142,520百万円

事業年度
4月1日から翌年3月31日まで

会計監査法人
あずさ監査法人

従業員数の推移

会社のデータ （2008年3月31日現在）

主な海外拠点
NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C.
830 Third Avenue, 3rd Fl., New York, 
NY 10022, U.S.A.
Telephone: +1-212-520-8270
Facsimile: +1-212-355-0357

NTT DATA AgileNet L.L.C.
4005 Miranda Avenue, Suite 150,
Palo Alto, CA 94304, U.S.A.
Telephone: +1-650-687-0635
Facsimile: +1-650-687-0645

M.I.S.I. Co., Ltd.
830 Third Avenue, 3rd Fl.,
New York, NY 10022, U.S.A.
Telephone: +1-212-355-5585
Facsimile: +1-212-355-0357

The Revere Group, Limited
325 North LaSalle Street Suite 325,
Chicago, IL 60610, U.S.A.
Telephone: +1-312-873-3400
Facsimile: +1-312-873-3500

北京NTT DATA系統集成有限公司
北京市海淀区中関村大街27号中関村大厦12階
Telephone: +86-10-8285-6466
Facsimile: +86-10-8285-6488

深 東洋網藍軟件服務有限公司
広東省深 市南山区高新技術産業園南一路思創科技大厦2階
Telephone: +86-755-26982133
Facsimile: +86-755-26982199

NTT DATA Asia Company Limited
7th Floor, 946 Dusit Thani Building, Rama 4 Road, Silom,
Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Telephone: +66-2636-2772
Facsimile: +66-2636-2770

NTT DATA Malaysia Sdn. Bhd.
18th Floor, UBN Tower, No.10, Jalan P. Ramlee, 
50250 Kuala Lumpur, Malaysia
Telephone: +60-3-2026-4112
Facsimile: +60-3-2026-4118

NTT DATA Vietnam Company Limited
Room 403, V-Tower, 649 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, SR.
Vietnam
Telephone: +84-4-766-7973
Facsimile: +84-4-766-7974

Vertex Software Pvt.Ltd.
A 5th & 6th Floor, AG Technology Park, Server Space, Survey
No.127/1A, Plot No.8, Off ITI Road, Aundh, Pune 411007,
Maharashtra, India
Telephone: +91-20-66041-500
Facsimile: +91-20-66041-621

itelligence AG
Königsbreede 1, 33605 Bielefeld, Germany
Telephone: +49 (0)5 21/9 14 48-0
Facsimile: +49 (0)5 21/9 14 45-100

NTTデータはインターネット上のホームページで情報を提供しています。
URLアドレスは日本語 http://www.nttdata.co.jp/

英語 http://www.nttdata.co.jp/en/index.html
このアニュアルレポートに掲載されているサービス及び商品などは、（株）NTTデータあるいは、各社の登録商標または商標です。

（注）当社からの出向者を含めず、当社への出向者を含めて記載しています。
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見通しに関する注意事項
本アニュアルレポートには、NTTデータグループの将来についての計画や戦略、業績に関する予想及び見通しの記述が含まれております。これら
の記述は過去の事実ではなく、当社グループが現時点で把握可能な情報から判断した仮定及び確信に基づく見込みです。また、経済動向、情報
サービス産業における激しい競争、市場需要、税制や諸制度等にかかるリスクや不確実性を際限なく含んでいます。したがって、これらの業績見通
しのみに過度に依存されないようお願いいたします。実際の業績は当社グループの見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。

（注）このアニュアルレポートに記載のグラフや表における年度表記については、特に記載のない限り、「’08」及び「2008」は2008年3月期を示しています。
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