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変える力を次々に生み出し、
『変革パートナー』への進化を加速します。

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. 子会社化

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

1998年 ・（株）NTTデータに社名変更

2001年 ・「BS7799」の認証を国内で初取得

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

1988年、「システムインテグレータ」の事業コンセプトでNTTデータが

発足して以来、システムインテグレーションというビジネスモデルは、

システムに対する時代の要請、お客様のニーズを捉え、

成長の源泉となってきました。しかし、システムの重要性が

飛躍的に増し、システム自体が大規模化・複雑化する中、

社会やビジネスにおいてITが果たすべき役割に、

更なる変化が起きつつあります。

それは、『変革のためのツール』としてのIT。

私たちNTTデータは、このお客様の期待に

自らの「変える力」を磨いて、

お応えしようとしています。

N T Tデータは、
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2008年 ・ドイツitelligence AGを子会社化

・創立20周年

・ドイツCirquent GmbH（BMW情報システム子会社）の経営権譲受

・パナソニックMSE（株）の経営権譲受、NTTデータMSE発足

2009年 ・（株）エックスネットをTOBで連結子会社化

・「Global 100 最も持続可能な世界の100社」に初選出

・新中期経営を発表

NTTデータは、現在の事業環境の変化をチャンスと捉え、

引き続き『変革の先進企業』として「お客様満足度No. 1の追求」

に取り組んでいきます。

更に、環境志向経営に進んで積極的に取り組み、お客様と

ともにITによるグリーン化を進めていきます。
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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、税制や諸制度等に係るリス
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、「2009」は2009年3月期を示しています。
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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

中立 性

●社会インフラシステム、業界
（標準）共同利用型システムの構築
●ハードウェアによらない
マルチベンダ技術

●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

●NTTデータの強みと実例

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。

技術力・信頼性 先見性

●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

●NTTデータに対する主な外部評価

社会基盤インフラ（中央府省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

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

●NTTデータの理念とビジョン

NTTデータグループは、ITを活用した新たなビジネスやサービスを構想し実現することで、社会やビジネスの更なる発

展に貢献していくため、その使命や存在価値、目指す姿、そして決意を次のように表現しています。

NTTデータグループは、情報技術で、新しい「しくみ」や「価値」を創造し、
より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する。

NTTデータとは

•「Global 100 最も持続可能な世界の100社」に初選出

米国 Innovest社と、カナダCorporate

Knights社が、全世界のあらゆる事業分野

の企業約1,800社を対象として、環境、社会、

コーポレート・ガバナンスなど財務要素以外

の面での企業価値を評価し、持続可能性の

高い会社として毎年上位100社が選出されています。

• 当社の社内SNS「Nexti」が、「ITマネジメント革新賞」を受賞

2009年2月、（社）企業情報化

協会が主催する「IT賞」で、“IT

を活用した経営革新”に顕著な

努力を払い成果を上げた企業

に贈られる「ITマネジメント革

新賞」を受賞しました。

企業
理念

グループビジョン

■ プロフィール
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運用・保全

システム
企画

システム
設計・建設

戦略立案 ● NTT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）共同利用型システムの構築力
● 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

シ
ス
テ
ム

イ
ン
テ
グ
レ
ー
シ
ョ
ン
事
業

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

シ
ス
テ
ム
サ
ー
ビ
ス
事
業

そ
の
他
の
事
業

決済系
ネットワーク

IDC／ASP等

コンサル
ティング

運用
・
保全

ITパートナー
事業

● CSC
● Accenture
● IBM Global 
  Services
● Unisys

72%

6%

22%

● 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

（注）  売上構成は2009年3月期実績

セグメント売上構成 事業内容 主な類似企業

システムインテグレーション事業 ネットワークシステムサービス事業 その他の事業

当社の特徴

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

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
などのサービスを提供する事業

お客様の経営上の問題点に関わる調査及
び分析、データ通信システムの在り方に関
わる企画及び提案、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

●事業セグメント

● アウトソーシングなどで収益を安定確保
● 個別SI案件を共同利用型に発展させ、高収益化

サービス

ソフトウェア

● テンプレート化など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原価積上型のSIから脱却
 （例：業種別テンプレート）

SI

● 分割発注に対応できる個別技術の競争力確保　
 （例：組込みソフト、オープンソース系ソフト）
● ソフトウェアをパッケージとして拡販したり、
 部品としてSIやサービスに再利用

30%

50%

20%

2008年3月期時点 目標 当社の戦略・狙い

75%

5%

20%

お客様の要望
多様化への
対応

●「3本の矢」

NTTデータでは、サービス・システムインテグレーション（SI）・ソフトウェアの「3本の矢」をもってお客様の変革を実現して

います。コスト削減、納期短縮など、多様化するお客様のご要望に対し、サービス及びソフトウェアビジネスの更なる推進

により応えていきます。
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●事業領域

NTTデータグループは、日本におけるIT業界のリーディングカンパニーとして、様々な情報通信システムやサービスを次

の3分野に提供しています。まず、中央府省・地方自治体などのシステムや国民の医療・ヘルスケアに関わるシステムを担

う公共分野。次に金融・経済を支える大規模ネットワークの開発・運用を得意とする金融分野。更には製造・流通・通信な

ど幅広い一般事業法人に向けた、コンサルティングなど多岐にわたるサービスを提供する法人分野です。

（兆円）

0

2

4

6

8

10

公共分野　16%

金融分野　24%

法人分野　60%

産業別市場規模予測（モデレートケース）

2008年　10兆6,598億円

当社連結売上高

2009年3月期実績　1兆1,390億円

公共分野
22%

金融分野
42%

法人分野
33%

その他
3%

法人市場の
当社シェア
約6%

→グローバルも
含め拡大

事業展開の考え方

公共市場の
当社シェア
約15%
→維持

金融市場の
当社シェア
約18%
→拡大

P40公共分野

P42金融分野

P38営業概況

P44法人分野 3,774 億円

4,737 億円

2,564 億円

売上高
2009年 3月期実績

●日本ITサービス市場規模と当社の事業領域

（注）公共分野：「政府官公庁／地方自治体」、「医療／福祉」、「教育」。その他：「保守・運用等」。
出典：ガートナー『2009年3月版産業別日本のITサービス市場規模予測（プレリミナリー）』森川ちあき、2009年5月27日、暦年表示。

ここに述べられたガートナーのレポート（以下「ガートナーのレポート」）は、ガートナーのシンジケート購読サービスの一部として顧客向けに発行されたデータ、リサーチ・オ
ピニオンもしくは視点を表したものであり、事実を表現したものではありません。ガートナーの各レポートは、レポート発行時点における見解であり、この目論見書／企業
レポート発行時点のものではありません。また、ガートナーのレポートで述べられた意見は、事前の予告なしに変更されることがあります。



3月31日に終了した1年間 1999 2000 2001 2002

会計年度：

売上高 ¥ 710,152 ¥ 725,348 ¥ 801,045 ¥ 801,967

営業利益 56,833 50,738 58,778 59,446

税金等調整前当期純利益（損失） 37,747 (29,177) 46,083 47,163

当期純利益（損失） 16,313 (18,114) 24,452 26,410

受注高 — 714,882 779,418 845,400

設備投資額 — 210,375 163,655 170,577

減価償却費及び固定資産除却費 — 152,836 151,927 153,115

研究開発費 14,042 22,684 17,957 19,074

フリー・キャッシュ・フロー — (23,763) 17,702 (1,776)

会計年度末：

総資産 1,002,805 1,071,653 1,086,437 1,113,777

自己資本 369,244 363,758 388,537 412,966

有利子負債 431,612 451,859 430,380 426,819

1株当たり情報：

当期純利益（損失） ¥ 5,859 ¥ (6,499) ¥ 8,680 ¥ 9,382

現金配当 1,000 1,000 1,000 1,000

従業員数（人） — 10,500 12,843 14,651

1999 2000 2001 2002

（注）便宜上2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98円で円をドルに換算しています。

15,000

12,500

7,500

5,000

0

2,500

10,000

連結売上高の推移及び目標 
（億円）

2005 20072006 2008 2013
（目標）

2009

1兆円達成

15,000

11,39010,74410,449
9,0738,542

分野別売上高構成比率の推移

100

80

60

40

20

0

（%）

2005 2006 2007 2008 2009

法人分野公共分野 その他の分野金融分野

33

42

22

303326

30

3641

31

21

31

33

39

28

（注）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。

■ 連結財務数値の推移
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（百万円） （千ドル）

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

¥ 832,109 ¥ 846,706 ¥ 854,154 ¥ 907,281 ¥1,044,918 ¥1,074,405 ¥1,139,093 $11,623,398

61,544 59,725 39,288 46,867 90,250 95,912 98,546 1,005,571

50,933 44,441 32,144 42,016 85,769 51,493 91,431 932,969

28,562 26,956 20,110 28,191 50,637 30,455 48,361 493,480

843,571 750,796 658,161 723,674 967,901 1,012,278 1,035,242 10,563,694

171,017 148,923 110,821 112,146 139,565 176,826 180,068 1,837,429

158,523 165,281 161,942 153,303 144,267 150,375 166,680 1,700,816

18,224 15,350 16,542 17,307 11,307 10,749 10,090 102,959

67,180 44,044 60,712 53,116 83,305 39,653 (6,903) (70,439)

1,118,401 1,065,549 1,038,571 1,056,337 1,087,347 1,193,827 1,275,092 13,011,143

435,715 458,846 473,982 495,703 534,917 548,134 580,573 5,924,215

370,703 317,013 295,341 271,928 246,330 241,204 304,735 3,109,541

（円） （ドル）

¥ 10,152 ¥ 9,578 ¥ 7,139 ¥ 10,024 ¥ 18,053 ¥ 10,857 ¥ 17,241 $ 175.93

2,000 2,000 2,000 3,000 5,000 5,000 6,000 61.22

15,971 17,389 18,720 21,308 22,608 23,080 31,739 —

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

海外売上高の推移

700

600

500

400

300

200

100

0

（億円）

609

183
156

95
55

20062005 2007 20092008

１株当たり年間配当金と連結配当性向

8,000

10,000

6,000

4,000

0

2,000

50

40

30

20

0

10

20062005 2007 20092008 2010
（予想）

（円） （%）連結配当性向（右軸）１株当たり年間配当金

34.8

6,000 6,000

5,0005,000

3,000

2,000

28.0 29.9 27.7

46.1

35.8

7
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2009年3月期は売上高、利益ともに前期を上回り、厳しい事業環境の中でも健闘しましたが、最も重視して

いた営業利益率が当初目標に達せず、必ずしも満足のいく結果とはなりませんでした。2008年9月のリーマ

ン・ショック以降、金融分野のみならず、法人分野、とりわけ製造業が急速に投資抑制、費用削減に転じたため、

NTTデータグループにおいても、受注規模の縮小や値下げ要請などといった影響が出ています。

このように当社グループを取り巻く事業環境は激変していますが、むしろこういう環境下だからこそ、新たな

ビジネスチャンスも生まれると考えています。例えば、お客様の総所有コスト（TCO）削減要望に対して、当社

グループが強みを持つシステムの共同利用化やアウトソーシングなどへの関心が高まっており、更には、サービ

ス提供型ソフトウェア（SaaS）やクラウドコンピューティングといった新たなサービスへの期待も増しています。

次に、一部の業界では再編の動きが活発化しており、これに伴うシステム統合の可能性があります。そのほか、

政府によるIT戦略「三か年緊急プラン」や、昨今、特に関心の高い環境問題に関するIT需要も期待できます。ま

た、円高や株価の下落により、グローバル化の加速に向けたM&Aの機会も増えてきています。

こうした変化をチャンスと捉えて果敢に投資し、更なる成長を実現するため、2007年5月に発表した「中期

経営（2008年3月期～2010年3月期）」を、期間1年を残して見直し、向こう4年間を展望した新たな中期経営を

打ち出すこととしました。前中期経営では、『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」に取り組んできましたが、新中期経営におい

ては、「お客様満足度No. 1の追求」は堅持しながら、「量から質への転換」は「質を伴う量の拡大」へとシフトアッ

プします。具体的には、グローバルIT企業の売上高順位でトップ5入りを目標とし、新中期経営の最終年となる

2013年3月期に売上高1兆5,000億円の達成を目指します。

「お客様の変革」と「自らの変革」を推進し、100年に一度と言われる大不況をお客様とともに乗り越え、

「Global IT Innovator」として長期的な成長を実現してまいります。

変える力を、ともに生み出す。

社長メッセージ

新中期経営目標

目標は、グローバルトップ5
グローバル環境下で、お客様に最高のサービスを
提供できる規模の成長を目指す

安定した経営に必要な利益額を確保
激変する環境下で、事業の継続性とイノベーションを
維持できる利益を確保する

新中期経営方針

売上高

2013年 3月期　1兆5,000億円

2009年3月期 2013年3月期
（目標）

 経営方針 1  「お客様満足度No.  1の追求」『変革の先進企業』は、引き続き堅持
 経営方針 2 　 「量から質へ」は、「質を伴う量の拡大」にシフトアップ

11,390

10,781

609

0

3,000

6,000

9,000

12,000

15,000
（億円） 15,000

12,000

3,000
海外

+2,400

国内
+1,200
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2009年7月
代表取締役社長



Q1

10

2009年3月期について、どのような点に最も注力してきましたか。
その結果、業績面で手応えを感じた点、逆に課題として認識した点には
どのようなものがありますか。

社長インタビュー

注力したのは、グローバル展開の加速です。2008年10月にはドイツCirquent社の経営権を取

得し、同年1月にNTTデータグループに加わったドイツitelligence社とともに欧州におけるカバ

レッジ拡大に貢献しました。その結果、2008年3月期に183億円だった海外売上高が、2009年3

月期には609億円と3倍以上になり、更に2010年3月期には、1,000億円の大台に乗せたいと考

えています。

課題は、当社と国内外のグループ会社との連携、ならびにグループ会社同士の連携が不十分な

ことです。事業が順調な時には顕在化しなかった組織間の連携不足が、事業環境悪化の中で明ら

かとなりました。そこで2008年10月、主に公共分野のシステム開発を請け負う開発系子会社4

社を統合し、更に2009年7月にはカンパニー制を導入するなど、連携強化の取組みを加速してい

きます。

同じくグループ運営では、管理業務の効率化にも注力しています。当社の販管費率は低減して

きたのに対して、グループ会社の販管費率は高止まりしており、効率化が急務な状況にあります。

そこで、2008年10月、グループ・シェアード・サービスセンタ（G-SSC）を設置し、管理業務の効

率化はもとより、当社グループ内での人材の育成や効果的な活用にもつながる取組みを進めて

います。

更に、140社を超えたグループ会社社員の一体感を高め、連携を強めるために、当社グループ

の新しいブランドメッセージとして「変える力を、ともに生み出す。」を打ち出し、グループの力を

結集してお客様の期待を上回る価値を提供していくことを宣言しました。

「お客様満足度No. 1の追求」を
堅持しつつ、
「質を伴う量の拡大」へ
シフトアップ

詳しくは、P24
「グローバル化を推進
するNTTデータ変革の
ビジネスカタリスト」

詳しくは、P22
「グループ全体の

『管理業務の効率化』が
本格稼動」

詳しくは、P18
「ブランド宣言で変革を
加速し、お客様からの
期待を更に高める」

P41
（株）NTTデータ アイの設立

P36
カンパニーの設置
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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

変化を求めて、革新を起こす

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： 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： 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

「5つの変革」に対する手応えはいかがですか。
社長が感じる最も顕著な変化にはどのようなものがありますか。
課題となっている点にはどのようなものがありますか。

日経BP社の「イノベーション力ランキング」で第6位に選出され、また当社の社内SNS「Nexti」

が（社）企業情報化協会主催の「平成20年度 第26回IT賞」において「ITマネジメント革新賞」を受

賞するなど、変革の成果が外部から評価されつつあります。私自身は、「お客様指向の徹底」が浸

透してきたことに手応えを感じています。独自に調査しているお客様満足度の評価値も、目標と

する7.0にあと一歩と迫る6.8となりました。お客様の期待は「システム要件の具現化や高性能シ

ステムの構築」を超えて「経営課題を解決するベストプラクティスの提示」へ、すなわち「単なるシ

ステムインテグレータ」を超えて「事業変革も一緒に考えてくれるパートナー」へと変化していま

す。更なる満足度向上のため、私たちの目指すべきところは「当たり前の品質」の提供から、提案

能力や納期短縮など「魅力的な品質」の提供へと進化しているのです。

課題は、「ワークスタイルイノベーション」です。在宅勤務や裁量労働制の導入等、様々な活動や

育児支援制度など、当社が行ってきたダイバーシティ推進に関する取組みが評価され「第2回ベス

トマザー賞2009 団体賞」をいただきましたが、残念ながら労働時間は高止まりのままです。今

後も、労働集約型の開発手法の見直し、管理業務の削減、裁量労働制の適用拡大などあらゆる面

で改善に努力したいと思います。

「5つの変革」

Q2

詳しくは、P20
「お客様の期待を
超える営業を」

P32
社員の多様性を尊重する

お客様満足度の推移

6.2

7.0

6.8

6.4

6.6

6.0

CS評価値（点）

2005 20092006 2007 2008 2010

6.1

6.2

6.3

6.7

6.8

（注）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



12

● ソリューション（サービス・ソフトウェア）の拡大
● コンサルティング機能の拡大強化
● 営業メソドロジーの導入・浸透

● ソフトウェア開発自動化プロジェクトの拡大
● 海外発注の更なる推進
● 全社統一ルール・標準メソドロジーの導入徹底

● 積極的な国内外M&Aの実施
● スケールを活かした購買改革や事業の効率化
● カンパニー制導入による連携強化

● P-CDP※の更なる推進とグループ会社展開
● グローバル人財の育成
● ワークスタイルイノベーションの推進

● お客様の情報システムを通じた社会・環境への貢献
● 自社の事業運営における環境負荷低減活動の浸透

キーワード 狙い 取組み内容

営業力強化 顧客満足度向上

工期短縮
原価率低減
品質改善

グループ拡大
シナジー創出

競争力強化
社員満足度向上

お客様・自社の
環境負荷低減

SI競争力強化

グループ事業拡大・強化

人財育成

環境志向経営

※ P-CDP：プロフェッショナル人材の育成と確保を目的に、目指すべき人材像を明確化し、社員一人ひとりの専門性とレベル
 を認定することにより、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。

新中期経営の重点施策

NTTデータグループでは、グループのトータルパワーを高め、変化に迅速に対応して「お客様

の変革」と「自らの変革」を推進するため、以下の重点施策に取り組んでいきます。

●サービス提供能力の強化

激変する事業環境のもと、お客様に最高のサービスを提供するために、営業力強化、システムイン

テグレーション（SI）競争力強化、人財育成など、これまで取り組んできた継続的な改善に加えて、

イノベーションへの積極的な投資を行い、低価格化や納期短縮の要請への対応能力、ならびにビジネ

スモデルの変革など、お客様のパラダイムシフトへの対応能力を強化します。

また、変革を求めるお客様のパートナーとして、業務変革やシステム活用をサポートするコンサル

テイング力を一段と強化します。

●グループ事業の拡大・強化

これらの施策に加え、サービス提供能力を更に拡大するために、当社に不足する分野を中心に

積極的にグループ事業の拡大・強化を図ります。特にグローバル基盤の拡大によって、お客様に

おけるグローバル化への対応能力を強化します。

●環境志向経営の推進

社会的要請に応えて、環境志向経営に取り組みます。IT機器やデータセンタ自体の省エネを進

める「ITのグリーン化」を進め、自らが社会的要請に応えていくだけでなく、お客様の事業活動上

の環境負荷を低減できるような、ITを使って省エネを進める「ITによるグリーン化」にも取り組ん

でいきます。

Q3 新中期経営の重点施策について教えてください。

P45
コンサルティングサービスの展開

P33
グリーンITソリューション
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お客様の競争力強化・TCO削減要請に、
サービス及びソフトウェアビジネスの更なる推進で応えていく。

● アウトソーシングなどで収益を安定確保
● 個別SI案件を共同利用型に発展させ、高収益化サービス

ソフトウェア

● テンプレート化など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原価積上型のSIから脱却
 （例：業種別テンプレート）

SI

● 分割発注に対応できる個別技術の競争力確保　
 （例：組込みソフト、オープンソース系ソフト）
● ソフトウェアをパッケージとして拡販したり、
 部品としてSIやサービスに再利用

加速

「3本の矢」の加速

世界規模の景気悪化等を背景に、お客様はシ

ステムにおいても「持たざる経営」にシフトして

いくと思います。お客様の低価格志向は更に強

まり、サービス提供にかかる期間も、環境変化

のスピードに抗して結果を得ようと、より一層

の短納期化が求められてきます。こうした環境

下では、「3本の矢」のサービス及びソフトウェ

アの拡大が特に重要です。具体的には、SI事業

で蓄積したノウハウや技術を活用したサービス

事業、ソフトウェア事業の拡大を加速していきます。

例えば、SIで個別に構築したシステムを複数まとめて共同利用型に発展させてサービスビジネ

ス化したり、汎用的な機能をサービス提供型ソフトウェア（SaaS）やクラウドコンピューティング

で提供したりすることを考えています。また、お客様のニーズが予想される新規機能のパッケー

ジソフト化や、SIの中で利用していた各種ツール類の商品化にも取り組んでいきます。

Q4
サービス提供能力強化の中心をなす、「3本の矢」の取組みについては
いかがですか。

P43
地銀共同センター等
基盤系ビジネスの拡大

P42
銀行向け勘定系パッケージ
「BeSTA」の更なる拡大
P44
NTTデータグループと
国内パッケージベンダが
共同で次世代型ソリューション
「Biz∫」の事業会社を設立
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● 共同センター事業
 の拡充 
● SaaS over NGN 

劇的なコスト削減

倍速スピード

（納期短縮）

● 公共サービス
 プラットフォーム　
● グリーンデータセンタ®　

● Biz∫®（ビズインテグラル）  
● オープンソースの積極活用

● ECO環境支援製品の拡充パラダイムシフト

サービス SI ソフトウェア

● ソフトウェア開発の自動化 
● 開発プロセスの抜本改善 

（注）投資額は、2010年3月期の計画です。

当初3年間で投資し、事業構造の変革を加速

20億円

投資額

5億円

投資額

40億円

投資額

20億円

投資額

15億円

投資額

イノベーションプラン

イノベーションプランは、高度化・多様化するお客様のご要望に迅速に対応するとともに、NTT

データグループの事業構造の変革を加速し、成長機会とすることを目的としています。今、お客様

の要望は、単なるコスト削減や納期短縮ではなく、「劇的なコスト削減」や「倍速スピード」でのシス

テム開発など、従来のやり方を根本から変えるものになりつつあります。また、商品構成の見直し、

プロセスの抜本改善、そしてビジネスモデルの転換などでは、大胆な「パライダイムシフト」が求め

られています。

イノベーションプランでは、その中核となる「ソフトウェア開発の自動化」「開発プロセスの抜本

改善」による「倍速開発」に積極的に投資し、当社グループの持ち味であるオーダーメードの開発

を「パッケージソフト並みの価格と期間でつくる」ことを実現して、強みとしていきます。また、

更なる競争力強化に向けてグローバルな拠点を活用し、世界3極で24時間連続して開発が続けら

れる仕組みの構築にチャレンジします。

イノベーションプランの実現を通じて、他社にはない競争力を身に付け、これを武器にSI事業の

みならず、サービス事業やソフトウェア事業の量的拡大を図る考えです。

Q5
「3本の矢」を加速するため、イノベーションプランとして3年間で300億円の
投資を計画していますが、その意図と具体的な内容を教えてください。
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2013年3月期の売上高は、2009年3月期実

績のおよそ3,600億円増の1兆5,000億円を計

画していますが、そのうち海外で2,400億円、

国内で1,200億円の増収を目指します。

グローバル戦略では、この4年間に日本のグ

ローバル企業をサポートするのに十分な拠点を

確保するとともに、ノウハウ、技術力の蓄積・活

用で世界トップレベルの水準に達することを目

標としています。これにより、2013年3月期の

海外売上高を全体の2割となる3,000億円、カバーエリアも、現在の21カ国62都市から、40カ国

100都市以上に増やす考えです。特に、現在拠点がないオセアニアや南米などに進出し、まだま

だ手薄な北米も更に強化していきます。

また、国内グループ会社と海外グループ会社間及び海外グループ会社間の連携を深めるため、

グローバルなナレッジ共有の仕組みをつくり、グローバルな競争力も強化します。

新中期経営のポイントを一言で表すと、それは「成長に舵を切る」になります。NTTデータグループ

は、更に「成長すること」「グローバル化すること」「環境に貢献すること」に注力していきます。今後も、

事業規模を拡大して成長に向けた積極的な投資を可能にする、健全な財務基盤を堅持しながら、

環境にも配慮した事業活動を通じて「質を伴う量の拡大」を実現していきます。

配当については、連結配当性向30%程度を目安に、安定的に実施する考えであり、2009年3

月期の1株当たりの年間配当金については、6,000円とさせていただきました。2010年3月期に

ついても、減益予想ではありますが、前年度と同額の1株当たり年間6,000円とさせていただく

予定です。

Q6 グローバル化については、どのような目標を掲げていますか。

Q7 最後に株主・投資家の皆様へのメッセージをお願いします。
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「かえる力
りょく

」、生まれる。

世界経済の急変によって、当社を取り巻く環境にはかつて経験したことのない厳しさが感じられます。

こうした中にあってITに対しては、ITの利活用によって初めて可能となる新たな業務や

サービスの実現といった、従来にはない「変革の提案」を求める声が高まっています。

既存業務の効率化・省力化のためのIT投資が既に一巡し、お客様のニーズが、

「いかにシステムをつくるか（How）」から「システムで何をすべきか（What）」に移る中で、

今回の環境変化はこのシフトがより一層加速すると思われます。

これに対してNTTデータでは、グループビジョン「Global IT Innovator」や、

前中期経営で『変革の先進企業』として掲げてきた方向に更に一歩踏み出し、その動きを速めることで、

大きく変化しつつあるお客様の期待に応えていきたいと考えています。

この特集では、NTTデータがいかに「かえる力」を生み出し、

お客様の「変革パートナー」へと変貌を遂げるかについて、次の4つのテーマでご紹介していきます。

■ブランド宣言で変革を加速し、お客様からの期待を更に高める

■お客様の期待を超える営業を

■グループ全体の「管理業務の効率化」が本格稼動

■グローバル化を推進するNTTデータ変革のビジネスカタリスト

特集：

事業パートナー
お客様の変革を支援し、新たな事業・
サービスの実現をともに行うパートナー

23% 7.10

ITパートナー
お客様の新たな課題をともに見出し、
ITでの解決を行うパートナー

31% 6.96

システム
インテグレータ

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）

21% 6.32

システムベンダ
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（他のベンダとともに声をかける相手）

15% 6.65

お客様から見たNTTデータ
（お客様満足度調査の結果）

（注）1. 認識割合：残りの10％は無回答、もしくは複数選択の回答です。
2. CS評価値目安：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。

認識割合 CS評価値

NTTデータでは、「変える力を、とも

に生み出す。」というブランドメッセー

ジを分かりやすく伝えるために、“普

段はできないことに挑戦する”カエ

ルを主人公にしたブランド広告を展

開しました。このテレビCMは、CM

専門調査会社による調査において、

映像や音楽によるインパクトが高く評価され、著名ブランドの商品広告も名

を連ねる数十のCM作品の中から好感度No.1に選ばれました。
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活用までシステム
づくりまで

革
新
性
が
高
い

お
客
様
の
要
望
通
り

変革の「実現」までサポートしてくれる

変革
パートナー

システム
インテグレータ

「
構
想
力（
提
案
力
）」が
あ
る

グループブランドの目指す形
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捉えるお客様の満足度が高いということは、その高い期

待に応えるポテンシャルを社員が持っているということ

でした。

これらの結果からも2005年に掲げたグループビジョン

の「Global IT Innovator」や、中期経営の『変革の先進企

業』など、グループが目指す方向の正しさが明らかになり

ました。その一方で社内では、システムインテグレータを

超えて、自分たちはお客様の「変革パートナー」になるの

だという意識や自覚は一部に限られており、社員、そして

グループのポテンシャルが十分に発揮できていない状況

でした。そこで、私たちが目指す方向を新ブランドとして

対外的にも宣言し、全社的な取組みで社員の意識や行動

も変えていくというアプローチをとる、それが前進への道

だと考えました。また、140社を超えたグループの一体

感を高め、連携を強めるツールとしてもブランドを活用す

べきだと考えたのです。このような考えのもと、これまで

の「システムの構想と実現」にとどまらず、「お客様ととも

に変革を構想し実現する」というこれからの「NTTデータグ

ループらしさ」を掲げました。

■新たなNTTデータグループらしさを、1行に込める

この「NTTデータグループらしさ」を検討するにあたっ

て、多数の幹部や社員に、「どういう強みがあるのか」「何

がお客様に響いているのか」をヒアリングしていきました。

すると、異口同音に「大規模でミッションクリティカルなシ

ステムの構築実績」「高品質で信頼性の高いシステムを開

発する技術」、そして「逃げずにやり遂げる力」という答え

が返ってきました。

お客様ヒアリングでは、システム開発力については総じ

■システムインテグレータを超えて、「変革パートナー」へ

ブランド戦略は2007年初頭、小さなブランドワーキン

ググループを立ち上げるところからスタートしました。

本格的な検討を始めたのが2007年6月。それから1年数ヵ

月でまとめ上げました。新ブランド誕生の主な背景は、

情報システムに対するお客様ニーズの変化でした。その

変化は、お客様満足度調査の結果にも表れていました。

NTTデータを「システムインテグレータ」や「ITベンダ」と

してではなく、「事業パートナー」もしくは「ITパートナー」

と捉えるお客様が私たちの予想以上に多く、半数を超え

ていたのです。しかもそういったお客様の方が満足度も

高いという結果が出てきました。つまり、システム開発

にとどまらず、事業やサービスの変革にITをどう使うべ

きかを、ともに考え実行するパートナーとしての期待が

高まっていたのです。また、NTTデータをパートナーと

ブランド宣言で変革を加速し、
お客様からの期待を更に高める
2008年9月NTTデータは、グループの新たなブランド戦略を通じて、お客様の「変革パートナー」として変革の構想から
実現までをグローバルにサポートしていく、という決意を表明しました。

ブランド推進室の廣岡康雄は、このブランド宣言の狙いが、NTTデータが目指す「変革パートナー」への取組みや社
員の意識や行動の変革を加速し、お客様のビジネス変革をともに実現していくこと、そして、その価値を感じたお客

様からの期待が更に高まるという好循環を生み出していくことにあると強調します。

特集：「かえる力」、生まれる。



NTTデータグループは、
変革を構想し実現するパートナーとして
お客様と、夢と感動を共有していきます。

私たちは、ニーズへの先見性や深いお客様理解をもとに、
新たなビジネスやサービス、
そしてそれを支えるソリューションを構想し、
社会やビジネスの更なる発展という夢を、お客様と共有します。

そして、その変革を実現し、
お客様と感動をともにすることこそ、私たちのゴールです。

そのために、高度なシステム構築力や活用力を核に、
様々なビジネスやサービスの連携など
IT領域にとどまらないサポートを行っていきます。

ブランドプロミス
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て高い評価でしたが、それ以上に、「誠実で信頼できる」

「技術力がある」「業務に精通していてユーザの言葉をしっ

かりシステムに翻訳してくれる」という「人」を評価する声が

多く寄せられました。その一方で、「競争に必要なスピード

感を共有してほしい」「グループ間の連携が不十分」「システ

ムに限らない課題解決をともに進めてほしい」というご指

摘や期待の声もいただきました。これらのお客様や社員

の声に、「プロジェクトをやり遂げた後の、お客様の喜ぶ姿

が一番うれしい」という社員の気持ちを織り込んだのが、

「変える力を、ともに生み出す。」というブランドメッセージ

であり、「夢と感動を共有していきます」と述べたブランド

プロミスなのです。

一方、変革を実現す

る「3D Value Cycle」

では、「上流・つくり・活

用」として、変革をデザ

インする「上流」そして

システム完成後の「活

用」もグループでの提

供価値と定義していま

す。お客様が求めているのは、システムを使って変革を

成し遂げること、つまり「活用」にほかなりません。そして、

この「活用」で満足度を高めることが次の「上流」へのサイ

クルにつながり、お客様と継続的でより深い関係を結ぶ

パートナーの座へと近づいていくからです。

■NTTデータグループのブランドを海外でも

新ブランド策定の過程であらためて感じたのが、お客様

の期待に応えることに対する社員の熱い思いです。だか

らこそ、ブランド宣言でお客様からの期待を更に高めてい

こうと社員に訴えることが、私たち自身の意識や行動を変

えていくために、非常に有効なアプローチとなりました。

今後の大きな課題は、グローバルなITサービスベンダと

競争していくために、海外においてNTTデータグループの

ブランド力を高めることです。海外でのビジネスを伸ばす

と同時に、その事業規模に見合った認知度やプレゼンス

を獲得することにチャレンジしていきます。そのためにも、

NTTデータグループが大切にしていることを、グローバル

に響く形にまとめ上げていきたいと思います。

広報部　ブランド推進室長

廣岡　康雄
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お客様の期待を超える営業を
NTTデータは2002年以来、営業力強化に取り組んできました。
これまで、顧客営業の枠組みや「あるべき営業行動」の整備からスタートし、研修の充実や表彰などによって

社内への浸透を図ってきました。これらの活動により「あるべき営業行動」が現場に定着した結果、外部からの

評価もお客様満足度の向上となって表れてきています。顧客営業で手応えを感じた、福本治率いる営業強化担当では、

2008年4月から同様の取組みを商品営業でもスタートさせました。

はプロフェッショナルレベルの認定者が累計で200名を

超えるまでになり、社内的にも「営業」の位置づけがより

強化されました。

現在、「あるべき営業行動」は営業メソドロジーとして、

まとめられイントラネットで全社員に共有されています。

その内容としては、営業プロセスごとに「何をすべきか」

を行動レベルで記載し、遂行上のノウハウを営業大賞受

賞者や上級プロフェッショナル営業認定者の声を通じて

紹介するほか、Wikipedia形式を採り入れ、誰でも実体

験やノウハウを加えることができます。

こうした活動により現場のレベル向上が図られた結

果、2004年に開始したお客様満足度調査のCS評価値が

この4年間に6.1から6.8に上昇し、目標とする7.0にあ

と一歩に迫るまでになりました。競合に対する評価との

差も拡大し、「NTTデータへの満足度は競合を上回る」と

回答していただいたお客様が初めて半数を超えました。

■環境変化に応じて「3本の矢」を展開する

これまでお客様が求めていたのは、顕在するシステム

要件の具体化や、技術革新に基づく高性能システムの構

築でした。つまり、「How（いかにつくるか）」こそが重要

であり、技術に詳しく、品質について信頼がおけるSIer

（System Integrator）が求められ、NTTデータはその領

域を最も得意としていました。しかし、お客様を取り巻

く環境が複雑化し、これまでとは違った新しいやり方へ

の転換が求められるようになると、「What（何をすべき

か）」が問われるようになります。その結果、お客様の潜

在的な課題を見出し、変革の構想から実現・定着をサポー

トするための変革コンサル／活用コンサルを求めるお客

様が増えています。これに対する取組みの1つとして、コ

ンサルティング関連子会社を統括する中間持株会社を設

置し、グループのコンサルティング力を強化しました。

■営業の改革に1から取り組み、成果が積み上がる

NTTデータが営業力強化に乗り出した2002年は、

「2000年問題」を経て、それまで急ピッチで拡大していた

IT市場の成長が鈍化してきた時期であり、また、内部環境

としては法人分野のお客様の割合が増加してきた時期で

もありました。このような環境の中、まずは、個々の営業

人材のレベル向上を目指し、お客様との一元的営業窓口

となるCR（Client Representative）を任命するとともに、

顧客営業のあるべき姿とプロセスを規定し、研修を重ね

てそれらの浸透を図ってきました。

また、優秀な営業人材を表彰する仕組みとして、営業大

賞という一大イベントを設けて受賞者を社内に広く称え

るとともに、「あるべき営業行動」のロールモデルとして

認知を広めました。更に、2005年には、人事部の「プロ

フェッショナルCDP（Career Development Program）」

の人材タイプの1つとして「営業」が規定されたのを受け、

プロフェッショナル営業の認定を開始しました。現在で

特集：「かえる力」、生まれる。

競合優位が半減

NTTデータ優位が半数超

第 1 回
（2004年3月期）

第 6 回
（2009年3月期）

43% 55%

21%41%

お客様満足度調査によると

「NTTデータへの満足度は競合を上回る」が半数超に

（注）総合満足度において、NTTデータへの評価と他社評価の両方に採点の
ある回答のみ対象。
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更に、昨今の環境悪化によってお客様のニーズは、「競

争優位の確保」と「安く・速く」への二極化が進んでいます。

お客様満足度調査のインタビューでも、「変革パートナー」

や価値提供と並んで納期短縮やコスト削減へのご期待を

いただいています。お客様の競争優位のために、どこにも

ないソリューションを提供する力を持ちつつ、すべてを1か

らつくり上げるのではなく、ニーズを先取りしたソリューショ

ンを前もって準備し、必要に応じて手を加えて提供するビ

ジネススタイルが求められているのです。「安く・速く」では、

「3本の矢」のうちサービス及びソフトウェアビジネスの推

進が鍵を握ります。この推進のために、商品営業に関する、

あるべきプロセスやメソドロジーの策定を進め、またベス

トプラクティスの商品化を進めていきます。

■お客様にパートナーとして選ばれるために

お客様満足度調査のインタビューでは、単にシステムだ

けでなく事業そのものを一緒に考えるパートナーとして、

公共分野、金融分野、法人分野などNTTデータの幅広い

既存領域でのベストプラクティスを示して欲しいという声

もいただいています。それらのご要望に応えるために、官

公庁向けのサービスはもとよりカード決済総合ネットワー

クサービス「CAFIS」や金融機関向け各種金融自動化サー

ビス「ANSER」に代表される社会を支えるサービスのノウ

ハウや、業界のリーディングカンパニーとしてシステム構

築を通じて培ったベストプラクティスについて、組織を超

えて共有していきます。更に、グループとしての営業力強

化にも本格的に取り組み、グループ各社がそれぞれに強

みや機能、そして個性を持ち、それらが組み合わさって、

より大きなグループ力を発揮できるようにしていきます。

「営業の変革」が目指すのは、「なぜ、NTTデータグルー

プでなければならないのか」を既存のお客様だけでなく

社会に明確に示せる領域を増やしていくこと、つまり、価

値が認められ真に選ばれる企業となることです。もはや

既存の延長や過去の実績で受注を獲得できる時代ではあ

りません。営業が「今、何をすべきか」と悩むお客様を見

出し、その変革の実現にお客様とともにチャレンジし、そ

の成果をもって、お客様からも社会からも価値を認めて

いただくことを目指していきます。

営業企画部　営業強化担当部長

福本　治

お客様からの期待

● “変革の時代”にこそ、NTTデータ自らが新しいビジネ
スモデルを創造してほしい

● 今後、NTTデータには、システムだけでなく事業その
ものを一緒に考えるパートナーになってほしい

● 私たちの要望は、早くシステムを立ち上げてほしいと
いうものだった。スクラッチ開発とERPの比較に際
して、開発期間をまず気にしてほしい

● 必要以上の品質を求めるあまり時間がかかっている分
は、工夫して短縮してほしい

● NTTデータには、他社でのベストプラクティスを持って
きてほしい。それができる会社だと思っている

● 他社に比べて、システム構築以外も幅広く手がけてい
るので、グループ企業内の幅広い関係者を時々のテー
マを踏まえて紹介してくれることを期待している

● NTTデータが窓口となって、他社の商品を提案すると
いうスタイルを期待している

● ｢これは以前つくったものをコピーすればこれほどのコスト
はかからないはず。そうしてほしい」と思ってしまう

● コストダウンのためのパターン化、標準化について、とも
に考え、進展に協力してほしい

● システムを1からつくるのは危険だと感じるので、前の資
産を使ってほしい。スクラッチでは開発期間が延び、コ
ストもかさむことになるのが心配

（注）2008年度お客様満足度調査インタビュー結果（52件）の主なコメントから。
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買業務の一部を受託していた2社を合併し、財務業務の一

部も運営会社に移管しました。従来の受託会社に出資し

ていたNTTのシェアードサービス会社からは引き続き出

資を受け、スキルとノウハウを補完することとしました。

G–SSCがカバーする業務は財務、人事、総務、購買

の4つであり、約60社を対象に順次導入会社の数とサー

ビスメニューを拡大しながら、サービスを提供していき

ます。更に、業務の集約化によって、戦略的に人材を再

配置する効果も見込めます。

これらの効果もさることながら、G–SSCによってグ

ループ各社に関する情報流通が加速し、NTTデータグ

ループ全体の経営判断がスピーディに行えるようになる

ことが最終的なゴールなのです。

■グループ全体の発展に貢献する管理業務の実現

近年のグループ会社の拡大を背景に、同じような業務

が「違う場所・違うやり方・違うシステム・違う人」によっ

て行われるという「制度・システム・運用・人材」での非効

率が目立っていました。NTTデータ単独の管理費は減少

していますが、グループ会社は逆に増加する見込みで、

早急な対応が必要とされています。また、J–SOX対応な

ど企業への要請が高まっている内部統制やガバナンスと

いう点でも、グリップをきかせた効率化は避けられま

せん。そこで前中期経営でも取り上げた「管理業務の

効率化」の一環として、G–SSCを設立することになりま

した。

管理業務の受け皿として、NTTデータの人事、総務、購

グループ全体の
「管理業務の効率化」が本格稼動

NTTデータでは、グループ全体の管理業務の効率化を目的として「グループ・シェアード・サービスセンタ（G–SSC）」を
設立し、NTTデータ及びNTTデータグループ各社の財務、人事、総務、購買の4領域の業務集約化を図りました。
これには、前中期経営でも重点施策としていた「管理業務の効率化」に本格的に乗り出すとともに、

グループガバナンスの強化に取り組む狙いがあります。グループ事業推進担当の酒井敏宏は、この取組みを通じて

生産性・効率性・専門性・品質を高め、グローバルな総合力の獲得につなげていくという抱負を語ります。

特集：「かえる力」、生まれる。

G–SSC

情報の流通 共通業務の集約

スピーディなグループ経営

NTTデータグループ

グループ全体へ拡大

人材の
戦略的
配置

NTTデータグループ全体の
情報流通を加速化し、

グループガバナンスを強化
グループ会社

グループ会社

グループ会社

効率化による管理費の削減

グローバルな総合力発揮のために
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■G–SSCの効果と課題、そして展望

定量化できる効果としては、管理費の削減です。

G–SSCに委託することで費用が下がるだけでなく、業

務担当者が、例えば開発系の業務に就くことで一層の効

率化につながります。定量化できない効果は、グループ

文化の醸成やスタッフ人材の育成の加速です。

一方、G–SSCには課題もあります。1つは、業務移管

テクニックを研ぎ澄ますことです。現行業務の把握に始

まり、移管するにあたっての課題抽出や移行プラン

の策定・実行までをいかにスムーズにできるかは、

G–SSCのスキルにかかっています。もう1つはコスト効

果の追求のためのサービスメニューの拡大と提供価格の

見直しです。標準化しやすい財務や購買以外、例えば人

事面で移管できる業務のカバレッジを広げることが必要

です。サービスメニューの拡大によってグループ各社の

導入スピードも速めることができます。

将来的には、NTTデータの社内資格認定制度「プロフェッ

ショナルCDP」と合わせて、グループ内でそれぞれのプ

ロフェッショナルが活躍の場を選んでいけるような仕組

みができると良いと思います。

グループ経営企画本部　グループ事業推進担当部長

酒井　敏宏

■将来はG–SSCをグローバルに展開

更なるG–SSCの効果としては、M&Aによって当社グ

ループに加わった会社（ITパートナー）への貢献が考えら

れます。M&Aによって買収した会社は、管理業務を旧親

会社のやり方に依存しているケースが多くあります。

NTTデータがこの受け皿を用意することで、パートナー

戦略の推進がよりスムーズに運ぶと考えています。

国内でG–SSCが軌道に乗った後は、次に待つのがグ

ローバルな運用です。当社グループでは「目標は、グロー

バルトップ5」という旗のもと、今後グローバル展開を加

速していきます。

海外でもG–SSCが必要とされる時期が必ず来ると信

じています。グローバル化の伸長に歩調を合わせていき

ますが、海外で運用するとなれば、外にも拠点を構える

ことになります。

風土や慣習がまったく違うため、格段に難易度は上が

ることでしょう。しかし個人的には、一刻も早く海外に

出て、このサービスを提供したいという気持ちでいっぱ

いです。そのためにも、国内の基盤を固め、着実に成果

を上げていきたいと考えています。



レッジの拡大と提案能力の拡充が必要と考えています。

■実りつつある、海外でのグループシナジー

2008年6月に、ドイツで海外10社のトップが一堂に会

し「第1回グローバルCEOサミット」を開きました。実際に

トップ同士が膝をつき合わせることで、協業の機運が高

まり、この会議の後、お互いの強みを「見える化」するため

のポータルサイト立ち上げ、ナレッジ共有の仕組みづくり

につながりました。これらの活動から実際に見え始めた

効果として、例えば、業務コンサルティングに長けた

Revere社とSAPに強いitelligence社が連携して大型案件

を受注しました。単独では受注できなかった案件もこの

連携によって可能になり、itelligence社にとって過去最大

規模の受注になりました。システム構築にあたっては

Vertex社もメンバーに加わりました。このような成功事

例が、連携を加速する何よりのドライバーです。

更に現場レベルの連携を深めるため、国内で活発に使

われている社内SNS「Nexti」の海外版であるグローバル

なSNSを立ち上げました。ここからどのような草の根レ

ベルのネットワーキングが生まれてくるか、非常に楽し

みです。

■真にグローバルな「NTT DATA WAY」の確立を

このようなグループ間の連携を通じて、グローバルな

知見を蓄積していくことが、NTTデータグループの独自

性や優位性の確立、更にはグローバルなプレゼンス向上

につながっていきます。

例えばナレッジ共有の一環として、NTTデータの開発

メソドロジー「TERASOLUNA」を英語化し、アジアのプ

ロジェクト開発に活用し始めています。20年あまりをか

けて築いたプラットフォームですから高い効果がありまし

■グローバル化の加速は、既定路線

2009年3月期の海外売上高は609億円で、前年の3.3

倍に達しました。しかし、海外売上高比率は5.3%と低

く、日本を代表するグローバル企業に比べると国内依存

度が依然高いと言えます。新中期経営では、グローバル

化を加速し、2013年3月期には金額にして3,000億円、

海外売上高比率を20%とする計画です。

この背景にあるのが、日本のIT市場の成熟化です。日

本市場だけに依存していたのでは、グローバルな競争力

は維持できないという危機感があります。

NTTデータのグローバル化は、2005年のRevere社買

収が契機となりました。米国でITコンサルティングがで

きるようになり、続くTryarc社の買収で西海岸もカバー

する体制が整いました。次のitelligence社では、SAP提

案力の獲得もさることながら、グローバルな拠点を一挙

に充実させることができました。Cirquent社を通じて、

日本にフィードバックできるほどの自動車業界の知見が

得られただけでなく、欧州IT市場全体に対する理解が深

まりました。更にインドのVertex社と組み合わせること

でグローバルな供給力が増し、コスト構造の改善にもつ

ながりました。

売上高を順調に伸ばしている itelligence社を筆頭に、

NTTデータグループに加わった各社の業績は堅調です。

これは、ガバナンスをきかせながらも各社の自律性を尊

重するNTTデータの「連邦経営」が奏功しています。

こうした取組みの結果、2009年3月末には、海外拠点

ネットワークが前年末の21ヵ国57都市2,600人から62都

市4,800人に拡充しました。NTTデータの海外事業に対

するお客様の認知度も高まっており、グローバルなロー

ルアウト案件を一部担えるまでになりました。しかし、お

客様のご要望にきめ細かくお応えするには、更なるカバ
24

グローバル化を推進する
NTTデータ変革のビジネスカタリスト
NTTデータでは、新中期経営において2013年3月期の売上高を1兆5,000億円に伸ばすという
目標を立てています。2009年3月期実績からの増加分3,600億円のうち2,400億円は、
海外からの売上を見込んでいます。この高い成長をいかに「質を伴う量の拡大」として実現するか。

自らを“Global Evangelist”と語る、国際事業本部の深谷良治にグローバルビジネスの現状を聞きました。

特集：「かえる力」、生まれる。
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たが、日本を離れてみると日本特有のやり方、より広い

フィールドで使うには改善すべき点などが明らかになっ

てきました。itelligence社のプロジェクトで日本へのロー

ルアウトを担当した際には、まったく違うアプローチに当

初は戸惑いましたが、逆に学んだ点や刺激を受けた点が

多々ありました。こうした積み重ねにより、真に競争力の

ある方法論の構築とベストプラクティスの蓄積に努めてい

きます。それらが「NTT DATA WAY」となり、社員が世界

的視野を持つように変わっていくエネルギーになります。

そのための人材交流を活発化させているところです。

NTTデータの次の飛躍にとって、グローバル化は欠か

せません。私たち国際事業本部は、グローバル化の触媒

（カタリスト）となって、海外グループ会社を有機的に結合

し、様々な化学変化を起こしていきます。そして、社内に

グローバル化という変革の伝道師“Global Evangelist”を

増やしていきたいのです。
国際事業本部　国際ビジネスユニット長

深谷　良治

海外グループ会社トップの声

NTTデータの海外展開に貢献できることを誇りに思うと、同時
に、双方にメリットをもたらす関係を確立できると確信してい
ます。

Thomas Balgheim, CEO, Cirquent GmbH

itelligence社にとって新たな時代の幕が開かれた今、「困難な時代に
こそ、事業を成功に導く」という課題と強いパートナーシップを胸に、
既に目に見える結果が生まれています。

Herbert Vogel, CEO, itelligence AG

Revereグループは、NTTデータグループに適所を見出し、今後の
グローバル戦略や成長の一端を担えることに、高揚感、緊張感を
覚えています。

Michael Parks, CEO, The Revere Group, Limited 

NTTデータとの連携後、Vertex社従業員の自社へのブランド意識が
目に見えて改善し、離職率の低下や有能な人材の発掘につながって
います。

Ajit Patil, CEO, Vertex Software Pvt. Ltd. 

アジア地域

経営モニタリング、
ガバナンス

成長
サポート

欧 州 地 域

欧 州 地 域

北 米 地 域

北 米 地 域

戦略
の
共有

シナジー成長

有機的に結合したグループ会社群独立したグループ会社群

「かえる力」のカタリスト

事業本部、
海外グループ、

NTTグループ連携

グローバルな
人材交流

ノウハウの
蓄積・流通

競争力のある
方法論の確立

NTT
データ

アジア地域

海外グループ会社

これまで これから

Business
Catalyst
（触媒）

グローバルグループシナジーを伸長する仕組みづくり
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取締役及び監査役 （2009年7月15日現在）

（注）1.  中山俊樹は、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名は、会社法第2条第16号に定める社外監査役です。

代表取締役社長

山下　　徹

代表取締役副社長執行役員

榎本　　隆
グローバルITサービスカンパニー長
コーポレート部門担当

営業統括担当“CSO”
コーポレート・ガバナンス担当

リスク管理統括担当“CRO”

代表取締役副社長執行役員

岩本　敏男
パブリック&フィナンシャルカンパニー長

代表取締役常務執行役員

山田　伸一
ソリューション&テクノロジーカンパニー長
SIコンピテンシー本部長
技術開発本部長

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

知的財産戦略担当

技術統括担当“CTO”

榎本　　隆 山下　　徹　 岩本　敏男　 山田　伸一

取締役常務執行役員

塩塚　直人
財務部長

財務統括担当“CFO”
CSR担当

取締役執行役員

栗島　　聡
グループ経営企画本部長

JASTEM担当

取締役

中山　俊樹

常勤監査役

宮 元胤
新保　　智
門 康裕
小島　武雄
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執行役員

山田　英司
パブリック&フィナンシャルカンパニー
第一金融事業本部長

萩野　善教
パブリック&フィナンシャルカンパニー
第四金融事業本部長

椎名　雅典
パブリック&フィナンシャルカンパニー
第三金融事業本部長

佐々木　康志
パブリック&フィナンシャルカンパニー
第一公共システム事業本部長

十河　政史
総務部長

川島　祐治
パブリック&フィナンシャルカンパニー
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
ソリューション&テクノロジーカンパニー
ビジネスソリューション事業本部長

西畑　一宏
グローバルITサービスカンパニー
国際事業本部長

豊田　　充
パブリック&フィナンシャルカンパニー
ヘルスケアシステム事業本部長

本間　　洋
広報部長　

秘書室長

荒井　　功
グローバルITサービスカンパニー
製造ビジネス事業本部長

遠藤　　宏
ソリューション&テクノロジーカンパニー
基盤システム事業本部長

植木　英次
パブリック&フィナンシャルカンパニー
第二金融事業本部長

第二金融事業本部金融ソリューション事業部長

代表取締役社長

山下　　徹

代表取締役副社長執行役員

榎本　　隆
グローバルITサービスカンパニー長
コーポレート部門担当

営業統括担当“CSO”
コーポレート・ガバナンス担当

リスク管理統括担当“CRO”

代表取締役副社長執行役員

岩本　敏男
パブリック&フィナンシャルカンパニー長

代表取締役常務執行役員

山田　伸一
ソリューション&テクノロジーカンパニー長
SIコンピテンシー本部長
技術開発本部長

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

知的財産戦略担当

技術統括担当“CTO”

取締役常務執行役員

塩塚　直人
財務部長

財務統括担当“CFO”
CSR担当

取締役執行役員

栗島　　聡
グループ経営企画本部長

JASTEM担当

常務執行役員

羽生田　文晴
グローバルITサービスカンパニー
法人システム事業本部長

田邊　仁一
グローバルITサービスカンパニー
流通・サービス事業本部長

須田　和博
内部監査担当

執行役員 （2009年7月15日現在）
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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 7名（うち、社外取締役1名）

代表取締役社長

カンパニー・
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 （2009年7月1日現在）

■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、全取締役7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。取締役会の構成は、取締役7名、監査役4名であ

り、取締役会の出席者の4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7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査を行っています。なお、社

外取締役は、その経歴を通じて幅広い視点からの意見を期待して

取締役を委嘱しており、当社の業務執行者から独立した立場で議

案の審議に参加しています。

●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。

●経営会議

社長、副社長及びそのほか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。

2009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26回、経営会議については計47回開催しました。
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■ 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、59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、当社の多数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7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。

■グループガバナンスの強化

当社は、グループ各社との間で重要事項に関する協議、報告、

指示・要請などを行うことで、グループ全体で業務の適正性を確保

するという基本方針のもと、グループ会社にNTTデータとの連携

責任部門を定めるなど、連携体制を整備しています。

また昨今、M&Aなどによってグループ企業数が増加しているこ

とから、グループ各社が遵守すべき事項を明確にして、迅速な経営

を実現するとともに、各社が意思決定を行う際の指針となるよう、

2008年3月に「グループマネジメントルール」を制定し、グループ各

社における遵守徹底を促しています。

■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・アナリストの方々との個別

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など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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■主な活動

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 等

2009年3月期　監査役4名の取締役会・監査役会への出席状況

取締役会 監査役会

社外常勤 22回中22回 26回中26回

社外常勤 22回中22回 26回中26回

社外常勤※ 17回中17回 18回中18回

社内非常勤 22回中22回 26回中26回

※ 2008年6月20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

監査役は、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

役割を担っており、当社のコーポレート・ガバナンス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、その職務を遂行しなければなりま

せん。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を表明するという責

務があると自覚した上で、取締役や取締役会等に対して社外監査役として忌憚のない質問

をし、意見を述べるように心がけています。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感じます。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。

当期においては、26回の監査役会を開催し、各監査役から的確な監査報告と活発な議

論による議案の審議を行ってきました。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、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、両社から監査報

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に努めています。

当期の監査の基本方針としては、ＮＴＴデータグループの企業価値の維持・向上のため、

内部統制システムが適切に整備・運用されていることを確認するとともに、監査の実効

性・効率性を高めるために、ＮＴＴデータグループ会社の監査役等との連携を一層強化して

きました。

我々は、当社のコーポレート・ガバナンスに関して、当期において特に大きな課題はな

いと見ています。今後とも、実効あるコーポレート・ガバナンスの確立に向け、取締役等

に対して必要に応じ、改善のための意見・提言を行っていく考えです。

常勤監査役　宮� 元胤

監査役の活動



社会とＮＴＴデータ

NTTデータの原点は、1967年に日本電信電話公社内に設立さ

れた「データ通信本部」にあります。同本部は、当時黎明期にあっ

たコンピュータやネットワークの利便性を、日本全国の人々に“広

く、あまねく、公平に”提供するためにつくられた組織でした。

NTTデータはその誕生のときから、「情報技術（IT）を使って社会的

課題を解決し、豊かな社会の実現に貢献する」という使命と責任

を担っていたのです。そして1988年に、日本電信電話（株）より分

社・独立した後も、業界のリーディングカンパニー（業界の責任あ

る担い手）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。

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、危機管理、環境問題等の課題に対して、ITが果た

す役割はますます大きくなっています。NTTデータが重視する企

業の社会的責任（CSR）とは、“公共性というDNAを受け継ぎ、まっ

とうしていくこと”だと言えます。例えば、今話題のグリーンITソ

リューションでは、日本の社会基盤を支える大規模情報システム

を数多く構築してきた経験を活かし、社会全体最適による低炭素

社会の実現に貢献することを目指しています。

創立20周年という節目を超えて、NTTデータは今後、より一層

大きな使命・責任を果たせる企業グループ―「お客様と夢と感動

を共有できる会社」「社会から尊敬される会社」「社員・家族が誇れ

る会社」へと成長していきます。

■ 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. 信頼性のあるシステム・サービスの提供

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. 新しい価値を生み出す未来の仕組みづくり

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. お客様とIT業界の相互の発展

リーディングカンパニーとして、IT投資の効果の考え方、IT人材

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。

CSRに優れた企業として、「FTSE4Good Index」に選出

「FTSE4Good Index」とは

FTSE社が、世界24ヵ国約

2,400社の上場企業の中か

ら、環境・社会に関する国際

基準に達した企業銘柄を選

定。現在、世界で約850社が

選定され、うち日本企業は約200社となっています。

NTTデータは2004年より5年連続して選出されています。

http://www.ftse.com/Indices/FTSE4Good_Index_Series/index.jsp

■当社の目指す姿と、その取組み

当社は、様々な活動を通じて、お客様やパートナー企業、更には

業界全体の信頼を高めつつ、中長期的な成長を牽引するような事

業と業務を実践し、業界のリーディングカンパニーとしての責務を

果たしていく必要があります。コーポレート・ガバナンスの強化や

システム開発の“見える化”による経営や事業の透明性向上、法令・

社会的規範の遵守、多様な社員が安心して働くことができる職場づ

くり、事業活動に伴う環境負荷削減などは、経営の前提となる、い

わば「当たり前の責任」と言えます。NTTデータは、こうした「当た

り前の責任」を重視し続けていく一方で、社会的な課題解決に資す

る事業をグローバルに推進する「魅力的な責任」も果たしていくこ

とで、企業としての社会的責任を幅広く追求していきます。

●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。
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●社員の多様性を尊重する

当社は「就労機会の拡大」、「適材適所」という考え方に基づき多

様性を尊重した公平・公正な採用・雇用を行っています。具体的に

は、2008年6月、障がい者の方の就労機会・場の拡大を目指し

「NTTデータだいち」を設立しました。また、社員が出産・育児・介

護と仕事との両立を安心して行える環境整備を進めていることが

評価され2008年4月には「次世代育成支援対策推進法」に定められ

た厚生労働大臣の認定マーク「くるみん」を取得しました。更に

2009年5月には、育児と仕事の両立支援への具体的な活動やとも

すれば労働時間が不規則になりがちなIT業界において、ワークラ

イフバランスやダイバーシティに積極的に取り組んできたことなど

が評価され、「第2回ベストマザー賞2009 団体賞」を受賞しました。

今後とも、社員の多様性を尊重しつつ、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成すのがコンプライ

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

次世代を担

う子どもたち

に楽しく分か

りやすく ITを

体験してもら

うことを通し

て、その可能

性や生活の豊

かさとITのつながりについても考えてもらうことを目的とした「こ

どもIT体験」を実施しています。毎年夏の開催としていましたが、

2008年は回数を春と夏の2回に増やし開催しました。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。

「FairCast」—子ども安全連絡網が

「2008年度グッドデザイン賞（Gマーク）」を受賞

2008年10月、当社がサービスする「FairCast」—子ども安

全連絡網が、財団法人日本産業デザイン振興会が主催する

「2008年度グッドデザイン賞（Gマーク）」の「産業・社会領域：

ソリューションビジネス、サービスシステム」（今回新設）のカ

テゴリーで受賞しました。

• 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。更に2008年11月より、NTTデータの首都圏社

員食堂で「TABLE FOR TWO」に参加しています。「TABLE FOR

TWOメニュー」1食分の売上のうち20円がTABLE FOR TWO事

務局を通じて開発途上国に寄付されます。20円は、開発途上国

の子どもたちの学校給食1食分となります。

• 自然環境分野

生物多様性保全を目的に、里山をはじめとする身近な自然に

生息する“生きもの”の情報を日本全国から集める市民参加型

Webサイト「生きもの情報館」を構築しました。これは財団法人

日本自然保護協会の「生態系と生物の多様性を守り、持続的な

社会を目指す」という趣旨に共感し、創立20周年記念事業の一

環として構築したもので、財団法人日本自然保護協会では集ま
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グリーンITソリューション 提供する製品・サービス

情報システムの要となる環境配慮型のデータセンタと、それに
関連した技術、オフィスビルの省エネを実現する製品やソリュー
ション

● グリーンデータセンタ®

● 高圧直流給電
● 省エネコンサルティング
● 省エネ機器

行政や企業における地球温暖化対策、廃棄物対策、化学物質対
策などを支援するソリューション、コンサルティングと、様々な
業務の環境負荷を低減するソリューション

●社会・環境・エネルギーコンサルティング
● IC認証基盤ソリューション「u:ma」
●温室効果ガス排出量算定及び排出量取引ソリューション
● エコロジーエクスプレス®

った情報を解析することで、日本の自然の健康診断を行い、計画

的な保全活動につなげます。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々を無料でご招

待しています。

●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。2009年3月末現在では、独自で

ISO14001の認証を取得しているグループ会社（5社）を含めて、

NTTデータ本体のほか、27社のグループ会社がISO14001の認

証を得ています。

• 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。

1. 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

2. 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

3. 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

• グリーンITソリューション

当社グループは、次代に向けた持続可能な社会を構築するために、お客様や社会全体の環境負荷を低減させるグリーンITソリュー

ションをご提供します。

CSR報告書 2008
http://www.nttdata.co.jp/
corporate/csr/report/index.html
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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、責任を持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、また、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月期より適用された金融商品取

引法の内部統制報告制度を踏まえ、基本方針の策定、NTTデータ

グループ各社の課題抽出・対策の検討などに取り組み、2009年3

月期の1年間において「SOX法ステアリングコミッティー」を計6回

開催しました。そして、2009年3月期末現在の整備・運用状況の有

効性を確認し、内部統制報告書及び監査報告書を2009年6月提出

の有価証券報告書とともに提出しました。

■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、2008年には「企

業倫理委員会」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、2009年3月期においては、契約の締結に

あたっては、反社会的勢力との関係排除に係る規程を設けること

などを明確化することとしたほか、研修を実施することにより、

NTTデータグループにおけるコンプライアンス体制の充実を図り

ました。

また、法令や企業倫理などに違反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。

■情報セキュリティ体制

NTTデータグループは、情報の「安全性確保」と「積極的活用・共

有」を適正なバランスで両立させる情報セキュリティを実現するた

め、ルールの制定や教育・啓発など「論理的対策」と、情報漏洩対策

ソリューションなど「技術的対策」の両軸から、様々な対策を実施

しています。

1998年12月に「情報セキュリティポリシー」を制定し、随時見

直しを行っていますが、2008年4月にはNTTデータのルールをも

とにグループの統一ルールとして「NTTデータグループセキュリ

ティポリシー（GSP）」を策定し、グループ全体のセキュリティレベ

ルの維持に取り組んでいます。なお、個人情報の保護についても

2001年7月に「個人情報保護方針」を制定し、2003年6月にプラ

イバシーマーク認証を取得、2005年4月の個人情報保護法の完全

施行等に合わせた同方針及び社内規程の改定や、認証取得の更新

などを随時実施しています。

体制面では、1999年にセキュリティ戦略担当役員（CISO）を設

置。CISOを委員長、各事業部門のトップをメンバーとする情報セ

キュリティ委員会を定期的に開催し、情報セキュリティ推進活動に

関する全社の状況と課題、必要な施策を決定しています。同委員

会は2009年3月までに累計43回開催しています。また、委員会で

の決定事項を確実に実行する推進組織として「情報セキュリティ推

進室」を設置、各職場には約400名の情報セキュリティ推進者を配

置し、各施策の確実な展開と進捗の確認に取り組んでいます。な

お、情報セキュリティに関する各事業部門の取組み状況の監査は

「監査部」が実施するなど、情報セキュリティ推進活動に関する問

題の早期発見を目的に、意思決定機関－推進組織－各職場－監査

組織が連携し、客観的な評価を含む継続的な見直し・改善を行って

います。

更に、機密情報や個人情報を取り扱う業務をパートナー企業に

委託する際には、セキュリティ体制・水準を確認するとともに、当

社が求めるセキュリティ管理レベルやルールを提示し、合意を得

ています。
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■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。

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、60～61ページをご参照ください。

取締役会

リスク管理部門

代表取締役社長（経営会議）

リスクマネジメント実施主体

リスク管理統括

　担当役員（CRO）

各種社内委員会 監査部

監査役会

モニタリング

事業本部
推進責任者

コストセンタ／スタッフ組織
推進責任者

グループ会社
CRO・推進責任者

重大な事件・
事故発生時に発足

特別
対応チーム
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組織機構改革 （2009年7月15日現在）

■カンパニーの設置

NTTデータでは、お客様へのサービスの一層の充実、ならびに

お客様事業のスピードに応じるための機動性向上などを目的とし

て、NTTデータグループのトータルパワーを効率的に高めるべく

事業運営体制を見直しました。具体的には、シナジーを発揮しや

すい複数の事業をまとめる形で、2009年7月1日付けで以下の3つ

のカンパニーを設置しました。

●パブリック&フィナンシャルカンパニー

行政、医療、金融、決済などの社会的な基盤を担う、高付加価

値なITサービスを提供する事業グループ

●グローバルITサービスカンパニー

製造、流通、サービス、メディア、通信などの事業活動を支える、

高付加価値なITサービスをグローバルに提供する事業グループ

●ソリューション&テクノロジーカンパニー

先進的なITサービスを支える基盤・ソリューションを提供する事

業グループ

カンパニーは、カンパニー全体の事業運営を管理・推進する事業推

進部、実際の事業主体である事業本部等及びグループ会社で構成し、

これまで以上にお客様志向を強化して事業活動に取り組みます。

カンパニーの設置に際しては、お客様対応の充実、効率的な事

業運営を目的に、パブリック&フィナンシャルカンパニーの金融分

野について、従来の6事業本部体制をシナジーの見込まれる事業

別に再編し、以下の4つの事業本部としました。

●第一金融事業本部

日銀、全銀、統合ATM、クレジット業界等の先進的な決済イン

フラサービスを提供するとともに、保有技術や業務ノウハウの

シナジーを高める組織形態をもとに、メガバンク、資金証券、

住宅金融、政府系金融機関、保険・共済分野など今後更に成長

が見込まれる領域に対して、より一層の高付加価値を提供し、

お客様の変革をともに実現します。

●第二金融事業本部

地方経済の活性化に重要な役割を担う地方銀行に対し、ベンダ

を特定しないNTTデータの次世代標準バンキングアプリケー

36

■グループ会社の再編

新中期経営の重点施策の1つである「グループ事業の拡大・強化」の取組みとして、グループ会社を再編しました。サービス提供能力の

更なる拡大やグループ事業の規模拡大及び更なるシナジー創出を目指します。

統合会社名 再編対象会社 再編目的

NTTデータ ソルフィス
● NTTデータ アイテック
● NTTデータ サイエンス
● データサイエンス・モデルシステムズ

両社の顧客基盤とノウハウの共有、及び開発
リソースの結集と新規ソリューションの拡充

NTTデータ アイ
● NTTデータ アイ
● NTTデータ ポップ

事業運営の効率化と独自ビジネス拡大に向け
た営業・コンサルティング機能の強化

NTTデータ システム技術
● NTTデータ システム技術
● NTTデータ ファイナンス・ソリューション

両社のノウハウ融合により、事業領域拡大及
び新たな事業の柱を構築し、持続的な成長を
見込む

NTTデータ先端技術

● NTTデータ先端技術
● NTTデータPMO
● NTTデータ テクノマーク
● NTTデータ イーエックステクノ

ITサービス等に関わる業務のノウハウ統合に
よる経営基盤の強化

QUNIE（クニエ）
● NTTデータ ビジネスコンサルティング
● ザカティーコンサルティング

コンサルティングに関わる業務のノウハウ統
合による経営基盤の強化
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お客様

社長
経営会議

取締役会

監査役室

監査役 監査役会

技
術
開
発
本
部

知
的
財
産
室

シ
ス
テ
ム
科
学
研
究
所

購
買
部

ソリューション
&

テクノロジーカンパニー

グローバル ITサービス
カンパニー

パブリック
&

フィナンシャルカンパニー

グループ
会社

ビジネス
ユニット／
事業本部

グループ
会社

ビジネス
ユニット／
事業本部

グループ
会社

ビジネス
ユニット／
事業本部

ション「BeSTA（Banking application engine for STandard

Architecture：ベスタ）」ソリューションを中心としたビジネス

を積極的に拡大、推進します。また、「ANSER」をはじめとす

る決済・周辺系サービスについても、金融機関、一般企業も含

めた様々なニーズに対応した先進的な商品・サービスを積極

的に推進します。

●第三金融事業本部

協同組織金融機関に対し共同利用型基幹系システムを核とし

た、お客様の競争力強化に資するサービス・ソリューションを安

定的かつ積極的に構築・提供していきます。また、対外接続系・

チャネルソリューション等についても、新たな価値を生み出す、

先進的なソリューションを創出、展開していきます。

●第四金融事業本部

全国規模の顧客基盤を有し、高度な金融サービス等を展開して

いる大規模金融機関・事業会社に対し、単独利用のミッション

クリティカルシステムを着実に構築するとともに、多様化する

ニーズに的確に応え、お客様の事業発展に寄与する新たな価値

とサービスを提供していきます。

■本社スタッフの組織改革

1. 中期経営において環境志向経営を進めるにあたり、「環境経営推

進室」を設置しました。NTTデータグループ内の環境負荷低減、

ならびに、NTTデータグループが提供する事業を通じた社会全

体の環境負荷低減に向けた諸施策の全社推進機能を担います。

2. 本社スタッフ部門であった「ファシリティマネジメント部」を

「ソリューション&テクノロジーカンパニー」に移しました。当

社グループのITサービスをファシリティ面で支える事業を進め

ます。

3. サービスイノベーションの推進機能は、「グループ経営企画本部」

が担うこととし、「サービスイノベーション推進室」を廃止しました。



分野別の営業概況

公共分野

2009年3月期実績 2,564 億円 -14.7%
2010年3月期計画 2,240 億円 -12.6%

●足元の事業環境認識：横ばい

中央府省の定常的な情報化予算は微減傾

向が続くが、政府によるIT戦略「三か年
緊急プラン」への期待や安心安全分野、ヘ

ルスケア分野の投資は拡大が見込まれる

●注力ポイント

中央府省領域に加え、官民連携領域市場

へのビジネス展開、自治体・ヘルスケア

領域でのより一層のビジネス拡大を図る

売上高 前期比

2009年3月期実績 1,522 億円 -46.8%
2010年3月期計画 1,600 億円 +5.1%

受注高 前期比

2009年3月期実績 4,737 億円 +12.5%
2010年3月期計画 4,780 億円 +0.9%

●足元の事業環境認識：減

法規制対応に向けた投資は見込まれるも

のの、業績悪化に伴い各業態でIT投資意
欲の減退傾向が継続

●注力ポイント

グローバルビジネスの拡大、ソリューショ

ンセットの整備と拡販、環境変化に適応

するための土台づくりに傾注

売上高 前期比

2009年3月期実績 5,063 億円 +26.1%
2010年3月期計画 4,900 億円 -3.2%

受注高 前期比

2009年3月期実績 3,774 億円 +16.2%
2010年3月期計画 4,100 億円 +8.6%

●足元の事業環境認識：減

業種や企業規模により差はあるものの、

製造業のIT投資を中心に景気減速の影響
が表れている

●注力ポイント

グローバルマーケット及びグループ連携

強化の取組み本格化、コンサルティング

及びサービス・ソリューションビジネス

の本格展開

売上高 前期比

2009年3月期実績 3,470 億円 +16.3%
2010年3月期計画 3,920 億円 +13.0%

受注高 前期比

金融分野

法人分野
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（注）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。

（注）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。
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売上高

400

300

200

100

0

224.0
256.4

（注）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）

2007 2008 2009 2010
（計画）

400

300

200

100

0

受注高

160.0152.2

（十億円）

2007 2008 2009 2010
（計画）

売上高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

中央府省関係 294.2 246.7 190.4 155.0
地方自治体関係 33.4 35.5 38.7 42.0
医療福祉・その他 16.4 18.2 27.3 27.0
合計 344.2 300.5 256.4 224.0

受注高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

中央府省関係 279.3 221.4 90.0 91.0
地方自治体関係 37.1 35.6 35.8 37.0
医療福祉・その他 14.6 28.9 26.2 32.0
合計 331.1 286.1 152.2 160.0

売上高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

個別システム 118.1 190.8 217.2 199.0
共同利用型システム 111.3 112.3 123.3 136.0
決済関連システム 48.6 63.0 69.1 71.0
証券・生損保などの金融システム 46.4 54.7 64.0 72.0
合計 324.5 421.0 473.7 478.0

受注高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

個別システム 110.8 179.6 187.8 197.0
共同利用型システム 120.3 135.8 217.5 190.0
決済関連システム 10.5 22.4 26.7 22.0
証券・生損保などの金融システム 47.2 63.4 74.3 81.0
合計 288.9 401.4 506.3 490.0

売上高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

テレコム 114.2 109.4 100.3 99.0
製造・流通 125.8 139.0 196.7 230.0
サービス・メディア・運輸・建設 78.5 45.9 49.9 45.0
その他 29.6 30.4 30.3 36.0
合計 348.2 324.8 377.4 410.0

受注高 （十億円）

2007 2008 2009 2010（計画）

テレコム 109.0 107.2 100.7 105.0
製造・流通 117.9 127.2 186.9 222.0
サービス・メディア・運輸・建設 64.5 39.3 39.2 37.0
その他 26.6 24.6 20.1 28.0
合計 318.2 298.5 347.0 392.0

100

売上高

500

400

200

300

0

478.0473.7

（十億円）

（注）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。

2007 2008 2009 2010
（計画）

100

受注高

500

400

200

300

0

490.0506.3（十億円）

2007 2008 2009 2010
（計画）

100

売上高

400

200

300

0

410.0

377.4

（十億円）

2007 2008 2009 2010
（計画）

100

受注高

400

200

300

0

392.0

347.0

（十億円）

2007 2008 2009 2010
（計画）
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公共分野
公共システムのパイオニアとして、中央府省のお客様を中心に、社会保険、貿易・物流、税務、公会計、雇用・労働

といった社会を支える情報システムを開発・運用しています。

また地方自治体や医療・福祉・介護関連の機関等のお客様に対して、自治体業務の効率化、住民サービス、

ヘルスケア等のシステムやサービスを提供し、安心・安全な地域社会の実現に貢献しています。

■主要なソリューション／サービス実績

●社会保険オンラインシステム

被保険者総数：7,007万人、年金受給者総数：5,496万人
（2008年3月31日現在）

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、記録管理等を行うシステム

●レセプト院内審査支援システム

導入医療機関数：1,479施設、販売代理店数：28社
（2009年3月31日現在）

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

●輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）

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流の効率化・迅速化に
寄与することを目的としたシステム

●地方税ポータルシステム（eLTAX）

eLTAX会員団体数：1,368団体、うち電子申告サービス導入
団体：348団体（47都道府県＋301市区町村）
（2009年4月1日現在）

社団法人地方税電子化協議会が運営するシステム
地方税の申告、申請、納税などを行う際に、インターネット
を利用して一元的に受け付けるとともに、それぞれの地方
公共団体への手続きが可能

記録管理システムの更改

次期記録管理システム基本設計補完工程以降
（スケジュール未定）

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

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 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

▲ 2006.9 開札

▲ 2006.9 開札

▲ 2006.12 開札

▲ 2009.7 
共通基盤
サービス開始

▲ 2010.2 
雇用保険フロント
H21分サービス開始

▲ 2011.1-4 
順次サービス
開始

▲ 2006.8 開札 ▲ 2011.3 終了

▲ 2009.3 基準Ⅰ
サービス開始

▲ 2010.9 基準Ⅱ／
労災サービス開始

▲ 2008.10 
Sea-NACCSサービス開始

▲ 2010.2
Air-NACCSサービス開始

2006年

社会保険
オンライン
システム

輸出入・港湾関連
情報処理システム
（NACCS）

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



● 統合の目的

NTTデータ クリエイション

NTTデータ

NTTデータ ソリューション

NTTデータ テクノロジ

NTTデータ システムサービス

4社に分散されていた
開発リソース・ノウハウ

・ 開発基盤の強化
・ 統合会社の強みを活かした
 ビジネス領域の開拓強化

連
携

NTTデータ  アイ
統合
集約
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営
業
概
況■株式会社NTTデータ アイの設立

主に公共分野のシステム開発を請け負ってきた開発系子会社4社を統合し、開発リソースとノウハウを集約し、開発基盤

の強化を行いました。NTTデータグループとして連携し、お客様満足度のより一層の向上を目指します。

予防系

個人が自らの健康情報を管
理できる社会の実現に着
目し、様々なステークホル
ダーへの事業展開を図る

Health Data Bank 健康診断情報を一括管理するASPサービス

クリエイティブヘルス三健人
生活習慣改善支援サービス。ヘルスポイントによる健康増進活動継続のためのインセ
ンティブを導入

勘定系

電子レセプトのバリュー
チェーンに着目して保険
に係るシステムについて
積極的に推進し、ビジネ
スの核とする

レセプト電算処理システム 電子化したレセプトデータを使用し、審査支払業務の効率化を図るシステム

レセプト博士
レセプト院内審査業務の効率化と精度向上を図り、レセプト電算処理の導入効果をより
高めるシステム

かいけい博士 レセプトオンライン請求対応の電算処理機能やDPC請求機能を持つ医事会計システム

@OnDemand 高セキュリティなオンライン請求専用のネットワークを実現できるレセプトオンライン
接続サービス

特定健診に関連するシステム
健診機関、保健指導機関、審査支払機関等の特定健診・特定保健指導に関する各種業務
を行うシステム

診療系

保健医療福祉のサービス
実施機関間の情報連携を
安全かつスムーズに実現
し、市民のQOL向上に資
するビジネスを展開する

地域医療
糖尿病などの慢性疾患や救急医療等を中心に地域の医療情報交換や、遠隔地医療、災
害医療など広域における診療情報共有の実現に向けたITシステム

EDC（e-Clinical） 臨床試験電子化ソリューションのトータルなサービス

救急医療システム 都道府県内をネットワークでつなぐことにより、迅速かつ適切な救急搬送を実現する

株式会社NTTデータ アイ

設立： 2008年10月1日

資本金： 1.0億円

株主構成： NTTデータ：100%

従業員数： 約1,600名

事業内容： ソフトウェアの開発
及び販売等

■ヘルスケア事業本部の重点事業／システム例

医療制度改革に基づく今後の政策、顧客動向を見据えながら、ヘルスケア分野のビジネスに積極的に取り組んでいます。

診療報酬明細書（レセプト）電子化等の勘定系のほか、予防系、診療系の3つの事業領域を核に、今後更にITを中心とした

ソリューションを充実させ、医療・福祉・介護分野に貢献していきます。

Sea-NACCS
（2008年10月更改済み）（2010年2月更改予定）

Air-NACCS

NACCS

船会社

海上貨物

官庁等

航空貨物

船舶代理店
コンテナヤード 
通関業者
保税蔵置場
銀行
荷主
NVOCC
海貨業

国土交通省
海事局 港湾管理者 海上保安庁 税関 食品検疫

（厚生労働省）
植物・動物検疫
（農林水産省）

入国管理
（法務省）

貿易管理
（経済産業省）

航空会社
航空代理店
混載業者
通関業者
保税蔵置場

銀行
荷主

■輸出入・港湾関連情報処理システム（NACCS）

海上貨物に係るSea-NACCSを2008年10月にシステム更改し、システム参加者の拡大（利用業務の拡大）、業務機能の

改善、利用者の利便性の向上等を行いました。

今後も、国際物流の「上流」から「下流」に至る様々な分野で業務を行う利用者への展開を図ります。
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金融分野
全国の金融機関相互の為替業務を行う「全国銀行データ通信システム」をはじめ、日本の金融・経済を支える

大規模ネットワークの開発・運用に携わるほか、証券、生・損保、銀行、信用金庫、信用組合、農業協同組合等、

幅広いお客様に個別利用型システムの構築から、共同利用型システムなど多様なアウトソーシングサービスまで

提供しています。また、カード決済総合ネットワークサービス「CAFIS」や金融機関向け各種金融自動化サービス
「ANSER」等、決済ソリューション分野における豊富な実績と経験に基づき、ビジネスの拡大を進めています。

■主要なソリューション／サービス実績

●全国銀行データ通信システム

参加金融機関：1,428金融機関（2008年12月31日現在）
年間取扱件数：平均558万件／1営業日（2008年3月期）

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

●統合ATMスイッチングサービス

接続契約者数：約140金融機関
取扱件数：約7,000万件／月
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、信組等はシステムセンタ単位でカウント

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等）を中継するためのオンラインサー
ビスと、取引金額等の資金決済業務を提供

● ANSER®

利用金融機関数：全国500以上
月間トラヒック件数：7,000万コール

口座保有者への入金通知や、口座保有者からの残高照
会・振込振替等の金融業務を、インターネット等の様々な
チャネルから利用可能とするシステム

● CAFIS®

月間トラヒック件数：2億件超
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

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

●保険共同ゲートウェイ

利用生損保数：49社
利用代理店数（金融機関含）：約14,000社以上

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

●範囲の拡大
情報系、インターネットバンキング機能拡充をは
じめとした共同化対象範囲の拡大に取り組み中

●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も進行中

●業態の拡大
地銀・第二地銀業態だけでなく、労働金庫業態
の基幹系システムへの展開も決定

地銀共同センター

3行共同利用 「STELLA CUBE」 センター
労働金庫業態

地銀・第二地銀業態

共同開発・戦略的連携

「BeSTA」による
他業態の共同
利用型システム
の構築

「BeSTA」による
他共同センター
スキームの構築

■銀行向け勘定系パッケージ「BeSTA」の更なる拡大

NTTデータでは、「地銀共同センター」等で高い評価を受けてきたNTTデータ次世代標準バンキングアプリケーショ

ン「BeSTA（ベスタ）」を軸にした共同利用型サービスを展開していきます。
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「BeSTA」

● 2004年1月より京都銀行が利用開始
● 9行にサービス提供中で、今後、
 5行が順次利用予定

提
供
中

地銀共同センター（14行）

● 2010年1月より横浜銀行が利用開始予定
● その後、ほくほくフィナンシャルグループ
 2行が利用予定

開
発
中

3行共同利用（3行）

● 6行にサービス提供中で、「BeSTA」を適用した
 次期システム「STELLA CUBE」を開発中
● 「STELLA CUBE」は現行の6行に加え、
 地銀共同センター参加行の荘内銀行及び
 北都銀行が参加を検討中

提
供
中

STAR-ACEセンター（6行）

● 8行にサービス提供中
その他の共同センター

● 2行にサービス提供中
その他（単独）

（2009年7月末現在）

 現在サービスご利用中または参加表明いた
 だいている銀行

■地銀共同センター等基盤系ビジネスの拡大

地銀・第二地銀の基幹系システムについて、当社が約3割のシェアを獲得し業界トップとなりました。地銀共同センター

及び3行共同利用（横浜・ほくほくFG）における共同開発により、更なるコストメリットの拡大を目指します。

NTTデータ
強み

エックスネット
経営課題

高い開発・技術力

多様な金融顧客基盤

豊富な人材

ソリューションの拡大

新規顧客基盤の拡大

人材の確保

資本業務提携

融合による企業価値の向上
ソリューションラインナップの充実

顧客に対する新たな価値の提供

NTTデータ主要顧客
● 証券　
● 地方銀行　
● 協同組織金融機関 等

エックスネット主要顧客
● 証券　
● 生損保　
● 投資顧問会社 等

商品ラインナップの充実／高付加価値の新規サービス

資金証券系ソリューション

人材

資金証券分野におけるサービスビジネス

人材

株式会社エックスネット
（東証一部上場）

設立： 1991年6月3日

資本金： 7.8億円

株主構成： NTTデータ：51%

従業員数： 135名
（2009年3月31日現在）

売上高： 3,217百万円
（2009年3月期）

■株式会社エックスネットをTOBで子会社化

（株）エックスネットは、資産運用や株式売買支援等の機関投資家向けサービス「XNETサービス」等、資金証券ソリュー

ション分野における充実した商品ラインナップと、高いシェアを持つ企業です。

資本提携によって相互に得られるシナジー効果は大きいと考え、NTTデータは（株）エックスネットに対する株式公開

買付け（TOB）を実施し、子会社化しました。両社の高価値のブランド、高い技術力、顧客からの信頼・実績を相互に活

用・融合し、双方の企業価値向上の実現を目指しています。
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法人分野
製造、流通、サービス、通信など幅広い業種のお客様に対して、事業環境の変化や多様なITニーズに対応
すべく、コンサルティング、ソリューション事業をグローバルに展開し、お客様事業の発展に貢献していきます。

■主要なソリューション／サービス実績

●製造・流通業向け

グローバルSCM、ECサイトソリューション、CVS店舗システム、医薬品業界データ交換システム、家電業界向けEDI 等

●テレコム業界向け

ゲートウェイシステム、ビリングシステム、ケータイクレジットサービス

●バックオフィス系

会計・経営管理／人事・給与／リソースマネジメント

●モバイル・ICメディア関連

電子マネー・ポイント管理、マルチ決済システム、モバイル決済システム

●コンシューマIT

モバイル機器、デジタル家電、自動車、音響向け

●コンサルティングサービス（右ページ参照）

●アウトソーシングサービス

● 基盤のコアには「intra-mart」
 日本を代表するパッケージ
 ベンダのノウハウを集約

豊富な実績による信頼性

柔軟なシステム
統合・連携を実現する
階層的アーキテクチャ

● SOA※1によりシステム間の柔軟な統合を実現
 既存アプリケーション資産の有効活用にも寄与
● BPM※2による業務・システムフローの自動連携
● プロセスの組替えにより、多様な業種・業態・商習慣、
 継続的な業務改善に対応

パッケージの良さと
手づくりの良さの両立

● 早期導入性と業務適合性を
 両立

オープン仕様による
Best of Breedの実現

● 標準技術
 （オープンインタフェース／
 メッセージモデル）の採用に
 より既存システムや他社製品
 との柔軟な連携に対応

※1　SOA：サービス指向アーキテクチャ　
※2　BPM：ビジネス・プロセス・マネジメント

■NTTデータグループと国内パッケージベンダが共同で次世代型ソリューション「Biz∫」の事業会社を設立

「Biz∫（ビズインテグラル）」は、単なるパッケージではなく、コンサルティングから活用サポートを含めたトータル

サービスです。新会社は、国内の有力なパッケージベンダとのパートナーシップにより、それらの総力を「Biz∫」に結

集させ、最善のトータルソリューションを提供することを目的としています。

株式会社NTTデータ・ビズインテグラル

設立： 2009年5月27日

資本金： 4.5億円

株主構成： NTTデータ：74.5%

NTTデータ イントラマート：11.1%

NTTデータ システムズ：11.1%

アイテックス：1.1%

ウイングアーク テクノロジーズ：1.1%

東洋ビジネスエンジニアリング：1.1%
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3D
Value
Cycle

上
　
流

つ く り

活

　
用

● 情報システム最高責任者（CIO）の中長期的支援
  • IT投資評価、経営層・事業部門へのITケイパビリティ（活用力）向上
  • IT部門の組織改革、プロジェクト支援部門（PMO）へのサポート等
 
● グローバルベースでの業務最適化
  • サプライチェーン改革（調達・生産・販売各部門の効率的統合）検討支援

● 顧客接点に対する新規サービス企画の検討支援
  • チャネルの高度化
  • 電子マネー／ポイントサービス
  • Webマーケティング等

● CPM※1によるマネジメント改革
● BI※2を活用した戦略的経営管理の導入
● 国際会計基準に準拠した内部統制等

● IT資産に関する問題・課題抽出によるコスト削減に向けた施策の立案　
● 実際のコスト削減の実施までトータルな支援

● IT活用による業務改革の定着・浸透の支援

CIO
サポート

SCM／
物流系

顧客
接点系

経営・
会計系

ITコスト削減・
最適化

※1 CPM：コーポレート・パフォーマンス・マネジメント
※2 BI：ビジネスインテリジェンス

IT活用・定着
化サポート

Per formance 
Driving

システム
活用サポート

Solution 
Developing

Innovation
Designing

変革コンサル

サービス
SI　

ソフトウェア

■コンサルティングサービスの展開

NTTデータのコンサルティングは、変革の構想をお客様とともにつくり上げる「変革コンサル（上流）」、システム構築

後にお客様がIT投資効果を最大限引き出していただくための「システム活用サポート（活用）」を核に、お客様の変革を

サポートします。

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）

● 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

NTTデータ

■資本提携型ITパートナービジネスへの取組み

企業にとって、自社でIT要員を抱え採用から育成を行い、目まぐるしく変化するIT技術や企業経営環境に対応し迅速に

経営課題に対応していくことができるか否かは、大きな課題となっています。

当社では資本提携を通じて、情報システム子会社の人材の育成、営業力・開発力の強化を行い、ITパートナーとして、お

客様の課題解決や変革に向けたご支援を行っています。また、ITソリューションの獲得を目的とした資本提携にも力を入

れることにより、グループとしての総合力の強化を図り、お客様の幅広いニーズにお応えできるよう取り組んでいます。
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研究開発活動

NTTデータでは、R&D部門である技術開発本部が、「お客様の企業価値を高めるIT」を実現するために、

先進的な技術・ソリューションサービスの研究開発を進めています。『変革の先進企業』を目指す当社にとって、

イノベーションの加速は、「質を伴う量の拡大」に欠かせない要素と言えます。

例えば質の追求では、ソフトウェア開発の自動化がブレイクスルー技術になります。また、量の拡大では、

サービス提供型ソフトウェア（SaaS）やクラウドコンピューティングなどの技術を利用したITサービスの強化を

図ることが求められます。当社はこのほかにも、NTTの研究所と連携して基礎研究の成果をお客様に

ご利用いただけるソリューションへと発展させる取組みも行っています。更に、時代の変化の中で社会の仕組みが

どうあるべきか、その中でITをどのように役立てていくかなどについても研究し、広く提言するとともに、

情報システムの「ユニバーサルデザイン」対応の推進にも取り組んでいます。

■技術開発

技術面では、次の3つの技術分野に重点的に取り組んで

います。

●ソフトウェア工学

ソフトウェア開発の生産性向上のための方法論、ツール、

アーキテクチャなどの開発を進め、知識や経験を体系立て

てメカニズムを明らかにすることで、開発プロセスを見直

し、システム開発を知識集約的なやり方に変えていくこと

を目指しています。

具体的には、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」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」について、前年度より開始したオープンソース

ソフトウェア化を完了しました。また、システムに盛り

込む機能や性能等を決定する要件定義工程に、画面のプ

ロトタイプをプログラミングなしで簡単に作成できるツー

ル「Axure RP」日本語版を導入することで、システムの使

いやすさを含めたお客様の要求を的確に抽出する手法を

開発しました。

一方、情報システムの応答速度や障害時の耐性などの

「非機能要求」について、受発注者間で共通認識を持つこ

とが難しく、認識の相違がプロジェクトの手戻りや遅延、

運用トラブルの要因となることがあります。当社を含むSI

ベンダ6社で構成する「システム基盤の発注者要求を見え

る化する非機能要求グレード検討会」の検討成果として、

「システム基盤の要求項目一覧」を公開しました。これは、

目に見えず、分かりにくかった非機能要求の項目を洗い

出し、体系的に整理したものです。

また、こうした動きを更に一歩進め、ソフトウェアの開

発を自動化することにも取り組んでいます。これにより、

オーダーメードシステムをパッケージソフト利用と同等の

スピードで開発する「倍速開発」の実現を目指します。

●ビジネスインテリジェンス

企業や公共組織など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、データウェアハウス

（DWH）構築やビジネスインテリジェンス（BI）ツールの導

入に関して、性能検証や実データを用いたデモを行うこと

でシステム構築前後のギャップを解消し、最適なBIシステ

ムの導入を支援する「データウェアハウス／ビジネスイン

テリジェンス・ラボ」サービスの提供を開始しました。

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、文書処理技術のデータクレンジン

グ・名寄せ業務への適用性検証や、新たに開発したXML文

書設計技法の有効性検証を行いました。

●インテグレーションアーキテクチャ

次世代ネットワーク基盤（NGN）、サービス提供型ソフ

トウェア（SaaS）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、SaaS事業者向けサービス提供基

盤やデータセンタの運用自動化と信頼性の向上を実現す

るサービス基盤の開発に取り組みました。

また、システム開発の各工程においてシステムのセキ
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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むとともに、今後の基盤部のセキ

ュリティ対策の一環として、OSのセキュリティ強化を実

現するために開発中のオープンソースソフト「TOMOYO

Linux」の、Linuxへの標準搭載に向けたオープンソース

コミュニティへの提案活動を行いました。

■社会的提言活動

企業を取り巻く社会環境が大きく変化する中、社会的

関心の高いテーマに取り組みました。

環境問題に対する関心の高まりを受け、環境保護と経

済成長が両立する低炭素社会の実現にITが貢献することを

目指し、産官学協働のITの環境負荷低減効果の評価手法の

検討に参画しました。また、人口減少時代における日本

型経営システムの再考を問う実証研究を行い、知識資産

経営への取り組み、特に個人と組織のインタラクション

度が高いほど生産性や社員満足度が高いという分析結果

を取りまとめました。一方、高ストレス化社会への対策

としては、将来のIT業界への展開を視野に入れ、SEのメ

ンタルヘルス改善に向けた研究に着手しました。

■情報システムの「ユニバーサルデザイン」対応の推進

当社では、情報システムの「ユニバーサルデザイン」対応

を進めるため、システムの企画や要件段階からアクセシビ

リティ、ユーザビリティを検討し、ユーザ中心設計（UCD：

User Centered Design）をシステム開発プロセスに取り込

むようにしています。こうした取組みの一環として、「Web

ページが高齢者の方や障がいのある方でも使えるかどう

か」を約130の観点からチェックし、アクセシビリティへの適

合度を点数で表示し、改善すべき内容の解説が表示される、

ウェブアクセシビリティチェックサイト「HAREL（ハレル）」

（http://harel.nttdata.co.jp）を無料で一般公開しました。

上流
構想する
洞察力

実現する
技術力

ビジョン提示

社会的提言

つくり

活用

ICTの社会的役割を
提言し変革を加速化

開発プロセス、開発技術

ソフトウェア工学

ワークスタイルの変革
で生産性向上を実現

情報分析、業務改革

ビジネスインテリジェンス

情報分析により定量的
に意思決定をサポート

技術革新への適応

インテグレーション
アーキテクチャ

全体最適の視点で変革
の基盤技術を提供

新たな価値を創造するR&D



48

知的財産活動

NTTデータグループは、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: Intellectual 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

・権利化支援
・教育・啓発
・情報提供

グループ会社

知的財産室

事業本部

知的財産担当者

事業本部

知的財産担当者

IPコーディネータ

グループ会社

IPコーディネータ

■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。

知的財産活動への取組み

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

2009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、

2009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、ネットワーク監視システム、情報連携・

分析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先

行技術文献調査を行った上で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、2009

年3月末現在で、国内で約490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

・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

や希釈化の防止に努めています。当社は、2009年3月末現

在、国内で約1,130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
28%

ネットワーク
監視システム

15%
情報連携・分析
13%

その他
27%

仮想化・クラウド　
7%

セキュリティ・認証
10%

2009年3月期特許出願動向（技術別比率）

知的財産活動・展開
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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）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

会計年度：

売上高 ¥ 846,706 ¥ 854,154 ¥ 907,281 ¥1,044,918 ¥1,074,405 ¥1,139,093 $11,623,398

システムインテグレーション事業 685,454 689,847 720,078 830,777 834,972 889,088 9,072,327

ネットワークシステムサービス事業 57,794 56,612 62,158 69,083 75,503 78,275 798,724

その他の事業 177,721 186,502 210,797 236,564 269,401 266,220 2,716,531

消去又は全社 (74,263) (78,807) (85,752) (91,506) (105,471) (94,490) (964,184)

売上原価 637,911 648,396 682,224 786,327 813,343 861,943 8,795,337

営業利益 59,725 39,288 46,867 90,250 95,912 98,546 1,005,571

税金等調整前当期純利益 44,441 32,144 42,016 85,769 51,493 91,431 932,969

当期純利益 26,956 20,110 28,191 50,637 30,455 48,361 493,480

受注高 750,796 658,161 723,674 967,901 1,012,278 1,035,242 10,563,694

設備投資額 148,923 110,821 112,146 139,565 176,826 180,068 1,837,429

減価償却費／減損損失／固定資産除却損 165,281 161,942 153,303 144,267 150,375 166,680 1,700,816

研究開発費 15,350 16,542 17,307 11,307 10,749 10,090 102,959

フリー・キャッシュ・フロー 44,044 60,712 53,116 83,305 39,653 (6,903) (70,439)

EBITDA 225,006 201,230 200,170 234,517 246,287 256,527 2,617,622

会計年度末：

有形固定資産：取得価額 813,868 819,984 820,609 886,663 966,741 983,540 10,036,122

（控除：減価償却累計額） (468,534) (498,095) (513,193) (547,048) (589,931) (598,703) (6,109,214)

長期債務 271,920 235,845 200,656 185,785 142,637 281,463 2,872,072

負債合計 600,318 557,092 550,727 540,745 630,847 683,088 6,970,286

自己資本 458,846 473,982 495,703 534,917 548,134 580,573 5,924,215

総資産 1,065,549 1,038,571 1,056,337 1,087,347 1,193,827 1,275,092 13,011,143

（円） （ドル）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

1株当たり情報：

当期純利益 ¥ 9,578 ¥ 7,139 ¥ 10,024 ¥ 18,053 ¥ 10,857 ¥ 17,241 $ 175.93

潜在株式調整後当期純利益 — — — — — 17,227 175.79

純資産 163,550 168,947 176,695 190,701 195,413 201,893 2,060.13

その他の情報：

売上高営業利益率（%） 7.1 4.6 5.2 8.6 8.9 8.7 —

売上高当期純利益率（%） 3.2 2.4 3.1 4.8 2.8 4.2 —

自己資本当期純利益率（%） 6.0 4.3 5.8 9.8 5.6 8.7 —

総資産当期純利益率（%） 2.5 1.9 2.7 4.7 2.7 3.9 —

EBITDAマージン（%） 26.6 23.6 22.1 22.4 22.9 22.5 —

自己資本比率（%） 43.1 45.6 46.9 49.2 45.9 44.4 —

従業員数（人） 17,389 18,720 21,308 22,608 23,080 31,739 —

（注）1. EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋固定資産除却損
2. EBITDAマージン＝EBITDA÷売上高
3.便宜上2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98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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■ 2009年3月期の経営環境

2009年3月期（当期）における我が国の経済は、企業収益・

設備投資共に減少し、特に年度後半以降は、世界的な金融危

機の深刻化や市況の低迷などにより減少幅は大幅に拡大し

ており、景気は当面悪化を続ける可能性が高まっています。

情報サービス産業においても、セキュリティ強化やコンプ

ライアンス対応に向けたシステム投資需要はあるものの、新

規案件へのIT投資の抑制やサービス単価の下落など、ソフト

ウェア投資は減速傾向が強まっています。また、低価格化、

納期短縮、品質の向上に対するお客様の要望はますます高

まっています。

■ 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「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

当社は、改善アクションの成果を分析し、お客様満足度向

上の模範となる取組み事例を社内で共有し、知見・ノウハウ

の横展開を図りました。その結果、平成20年度お客様満足度

調査においては、全体傾向として評価が向上したことを確認

しました。また、ソフトウェア・サービスの営業活動拡大・推

進のために、ソリューションプラン※1の現場浸透を図るとと

もに、ソフトウェア・サービスの営業活動を一元的に掌握する

Solution Representative（SR）を任命しました。更に、営業

人材の育成について、営業管理職の全社横断的なセッション

開催や若年層に重点を置いた育成強化施策等を進めました。

● 開発プロセスの変革

当社を含むSIベンダ6社で構成する「システム基盤の発注

者要求を見える化する非機能要求※2グレード検討会」の検討

成果として「システム基盤の要求項目一覧」を公開しました。

これは、目に見えず、分かりにくかった非機能要求の項目を

洗い出し、体系的に整理したものです。また、システム開発

の初期段階においてお客様の要求を明確にし、確実にシステ

ムに反映させるための一連の方法論の開発に取り組みまし

た。更に、画面プロトタイプを簡単に作成できるAxure

Software Solutions, Inc.のツール「Axure RP」を要件定義工

程に導入し、システムの使いやすさを含めたお客様の要求を

的確に抽出する手法を開発しました。

● グループ経営の効率的な推進

公共分野のシステム開発を主に請け負う開発系子会社で

あるエヌ・ティ・ティ・データ・クリエイション（株）、エヌ・ティ・

ティ・データ・ソリューション（株）、エヌ・ティ・ティ・データ・テ

クノロジ（株）及び（株）エヌ・ティ・ティ・データ・システムサービ

スの4社を統合し、（株）NTTデータ・アイとしました。4社に

分散していた開発リソースとノウハウを統合により集約し、

急速に変化する市場環境に対応しつつ、開発基盤の強化を進

めます。また、グループ全体の管理業務の効率化を目的とし

て、「グループ・シェアード・サービスセンタ」（G–SSC）をエ

ヌ・ティ・ティ・データ・マネジメント・サービス（株）内に「シェ

アードサービス事業本部」として設立しました。これにより、

当社及び当社グループ各社の財務、人事、総務、購買業務の

G–SSCへの集約を推進します。集約にあたっては、グルー

プ全体の間接業務プロセスの標準化を推進し、J–SOX対応

等の内部統制やガバナンスも強化します。更に、欧州でのビ

ジネスの更なる拡大を目指して、ドイツのBMWグループか

ら経営権を譲り受けたCirquent GmbHについて、当社子会

社である在ドイツのitelligence AGとの連携を進めるなど、

より広範なサービスをグローバルに顧客に提供するべく今後

もグループ間の連携強化を推進します。

● 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）

エヌ・ティ・ティ・データ・ジー・シーの解散を実施しました。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

る向上を目指します。

● 成長エンジン

ヘルスケア事業領域ならびに組込みソフト事業領域の強化

を進めました。ヘルスケア事業領域においては、個人向けの

ヘルスケアサービス「クリエイティブヘルス三健人」の一環と

して、高血圧症の改善を支援する「血圧管理サービス」を試行

提供しました。また、医療機関・薬局等が既存のインターネ

ット環境を利用して、審査支払機関へのレセプトオンライン請

求を可能とする「レセプトオンライン接続サービス」を開始す

るとともに、レセプト請求オンライン化に向けたサービス事

業で日本電気（株）と協業することを合意しました。今後更に、

ITを中心としたソリューションを充実させ、医療・福祉・介護

分野に貢献します。また、組込みソフト事業領域においては、

パナソニックモバイルコミュニケーションズ（株）から同社の

子会社であるパナソニックMSE（株）の経営権を譲り受け、

経営陣による業績の評価及び分析
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（株）NTTデータMSEとして新たに発足しました。同社が持

つ組込みソフトウェア分野における幅広い実績・ノウハウを活

かし、組込みソフトウェアビジネスの拡大を目指します。

● 人財育成

引き続き、「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、業務

スペシャリスト、営業人材、新規事業人材、R&Dスペシャリス

トの認定を進めました。これらに加え、IT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人材

としてITサービスマネージャを新たに設定しました。また、

人財育成の取組みを当社グループ全体の成長に結びつけて

いくため、「プロフェッショナルCDP」のグループ会社への展

開を促進しています。

上記に加え、コンサルティングビジネスの更なる強化を目

指し、（株）エヌ・ティ・ティ・データ経営研究所、（株）エヌ・ティ・

ティ・データ・ビジネスコンサルティング、ザカティーコンサル

ティング（株）を統括する中間持株会社（株）NTTデータ・コン

サルティングを新たに設立しました。これにより、3社間の

連携強化を図り、一体となってビジネスに取り組むことによ

るスケールメリットの享受、ナレッジやメソドロジーの共有

化による新たな価値創出により、一層のコンサルティングビ

ジネスの強化・拡大を図ります。

※1ソリューションプラン
営業戦略・戦術の立案のため、複数の関係者・関連部門間でやりとりを行うコミュニケー
ションツールです。商品の位置づけ（新規立ち上げ、機能拡充、撤退）に関する社内コン
センサスの確立等に活用します。

※2非機能要求
お客様業務をシステム化する際に、その実現レベルに大きく影響する情報システムの応
答速度等の性能や障害時の耐性など、従来は表しにくかったシステムの強度や品質を示
すものです。

※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おり
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。

■ 連結の範囲

当社は、子会社144社すべてを連結しております。なお、

新たな出資及び設立に伴い、当期よりCirquent GmbH等20

社を新たに連結子会社に含めています。また、合併、譲渡及

び清算により、（株）エヌ・ティ・ティ・データ・システムサービス等

11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 658.2 723.7 967.9 1,012.3 1,035.2

連単差額 114.3 146.6 190.4 224.8 285.2

売上高 854.2 907.3 1,044.9 1,074.4 1,139.1

連単差額 115.9 149.7 188.6 214.6 286.5

■ 2009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2.3%、230億円増加して1兆352

億円と引き続き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、連結子会社の拡大も貢献

しました。当期末の受注残高は、前期比1.6%、170億円減

少して1兆494億円となりました。

● 売上高

当期の売上高は、前期比6.0%、647億円増加して1兆

1391億円となりました。連結子会社の拡大等により増収と

なりました。なお、当期の売上高構成比は、公共分野22%、

金融分野42%、法人分野33%、その他3%となっています。
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658.2 723.7 967.9 1,012.3 1,035.2

1,250

1,000

750

500

250

0

売上高

2005 2006 2007 2008 2009

（十億円）

売上高

854.2 907.3 1,044.9 1,074.4 1,139.1
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● 分野別の受注高、売上高

• 公共分野

中央府省等をお客様とする公共分野では、財務省において

次期官庁会計システム（ADAMS Ⅱ）が稼動開始しました。ま

た、輸出入・港湾関連情報処理センター（株）における「次期通

関情報処理システム（次期NACCS）・貿易管理サブシステムの

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）」の受注に加え、次期Sea–NACCSが稼

動開始しました。更に、国税庁における「平成20年度国税電

子申告・納税システムに係る追加機器等の借入」を受注し稼

動開始するとともに、（社）地方税電子化協議会における地方

税ポータルシステム（eLTAX）は、公的年金からの個人住民税

の特別徴収を実現する年金特徴経由機関システムを稼動開

始したことにより利用率が大幅に向上しました。

公共分野の売上高は、前期比14.7%、441億円減少して

2,564億円となりました。受注高は、前期比46.8%、1,339

億円減少して1,522億円となりました。

• 金融分野

銀行、証券、生・損保等の金融機関をお客様とする金融分

野では、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」において、（株）福井銀行へのサービスを開始し、

共同利用型センターとして国内最大の7行に拡大しました。

また、「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）との間で新たな地方銀行向け共同センター

の利用に関する基本契約を締結しました。これにより、

「NTTデータ標準バンキングシステム（BeSTA）」の採用を決

定している金融機関は、地方銀行22行、労働金庫13金庫と

なり、「BeSTA」は日本最大規模のバンキングアプリケーショ

ンとなっています。更に、資金証券ソリューション分野にお

けるサービスビジネスの主要プレイヤーである（株）エックス

ネットと資本業務提携契約を締結し、同社の経営権を取得し

ました。これにより、高価値のブランド、高い技術力、顧客か

らの信頼・実績を相互に活用・融合し、高いシナジー効果及び

両社の企業価値向上の実現を目指します。

金融分野の売上高は、前期比12.5%、527億円増加して

4,737億円となりました。受注高は、前期比26.1%、1,049

億円と大幅に増加して5,063億円となりました。

• 法人分野

一般事業法人をお客様とする法人分野では、（株）三井住友

フィナンシャルグループ、（株）日本総合研究所及び（株）日本

総研ソリューションズとの間で、当社と（株）日本総研ソリュー

ションズによるITサービス事業の分野での広範な業務提携及

びこれを前提とした資本提携を行うこととし、（株）日本総研

ソリューションズは（株）JSOLとして新たに発足しました。こ

れにより、製造業における顧客基盤の拡大と、豊富なERP導

入実績、及び高度な業務ノウハウを有する開発リソースの拡

充を通して競争力強化を図るとともに、他領域においても更

なる事業拡大を目指します。また、社団法人日本たばこ協会、

全国たばこ販売協同組合連合会、日本自動販売機工業会の未

成年者の喫煙防止に向けた取組みの一環として電子マネー機

能付非接触型ICカード「taspo」（タスポ）対応の「成人識別た

ばこ自動販売機」が全国導入されるにあたり、taspo運営に

関する業務とシステムの設計・開発・運用全般について元請と

して受託し、無事全国展開を完了しました。当期末時点で、

約900万枚のtaspoカードを発行しています。

分野別売上高
（2009年3月期）
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（注）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。
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法人分野の売上高は、前期比16.2%、526億円増加して

3,774億円となりました。受注高は、前期比16.3%、485億

円増加して3,470億円となりました。

以上に加え、これまでシステムごとに個別に構築・運用さ

れてきたIT基盤を、複数のシステムで共有することで、安定し

た基盤を安価にそして手軽に利用できる「グリーンデータセ

ンタ※4共通IT基盤サービス」を提供開始しました。また、（株）

リクルートが提供するポイントサービス「ポイコ」をはじめと

した企業の販売促進活動をサポートするSaaS型ソリューショ

ン「SmarP（エスマープ）」の提供を開始しました。更に、企

業におけるPCの情報漏洩対策を支援するPCセキュリティソ

リューション「VANADIS PC Security」の提供を開始しまし

た。加えて、ユーザが入力した文脈を独自の文章理解エンジ

ンにより理解し、関連する候補語や情報を表示することでユー

ザに新たな気づきを誘導する業務システム・Webサイト向け

入力・検索支援パッケージソフト「i-lligra（アイリグラ）サジェ

スト」の販売、及び大規模・高品質なコンタクトセンタ基盤を

短期間・低コストで利用可能なSaaS型コンタクトセンタサー

ビス「i-lligra オンデマンド」の提供を開始しました。

※4グリーンデータセンタ
当社の技術・ノウハウ・実績に基づくデータセンタの省エネや最適化に向けたIT設置環境
の測定、評価、改善、管理を行うサービス、及びそのサービスから生み出された成果物
の総称です。

● セグメント別の売上高及び営業損益の状況

• 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、連結子会社の拡大等により

売上高は増加したものの、連結拡大に伴う費用の発生等によ

り営業利益は減少しました。

この結果、売上高は、前期比6.5%、541億円と大幅に増

加し8,891億円となりました。営業利益は、前期比3.1%、

28億円減少の875億円となりました。営業利益率は、前期比

1.0ポイント低下して9.8%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、「CAFIS」が堅調に推移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3.7%、28億円増加して783

億円となりました。営業利益は、前期比20.6%、11億円増

加の64億円となりました。営業利益率は、前期比1.1ポイン

ト改善して8.1%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などを行うその他の事業については、

保守ビジネスが減少したことなどにより売上高は減少した

ものの、運用ビジネスの原価改善等により営業利益は増加し

ました。

この結果、売上高は、前期比1.2%、32億円減少して

2,662億円となりました。営業利益は、前期比21.5%、45億

円増加の253億円となりました。営業利益率は、前期比1.8

ポイント改善して9.5%となりました。
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● 営業費用、営業利益

売上原価は、連結子会社の拡大等により前期比6.0%、

486億円増加して8,619億円となりました。また、原価率が

75.7%と、前期と同水準となりました。販売費及び一般管理

費は、出向政策の見直し等による減少はあるものの、連結子

会社の拡大等により、前期比8.1%、135億円増加して1,786

億円となりました。販管比率も前期比0.2ポイント増加して

15.6%となりました。

以上の結果、営業利益は、前期比2.7%、26億円増加して

985億円となりました。営業利益率は、前期比0.2ポイント減

少して8.7%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、社債発行に伴う関連費用が増加したことな

どにより前期比14億円悪化し、30億円の損失となりました。

税金等調整前当期純利益は、前期に計上した出向政策の見直

し等に伴う特別損失がなくなったことにより、前期比77.6%、

399億円増加して914億円となりました。

当期純利益も、前期比58.8%、179億円増加の484億円と

なりました。売上高当期純利益率は、前期比1.4ポイント改

善して4.2%となりました。

なお、1株当たり当期純利益は、前期比58.8%、6,383.64

円増加の17,240.97円となりました。

● 利益還元方針及び配当

当社は、新規事業等への投資及び効率的な事業運営等に

よる持続的な成長を通じて、企業価値の中長期的な増大を図

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3,000円を実施しましたが、期末配当金は1株当たり

3,000円とし、年間配当金を1株当たり6,000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、システムインテグレーション

事業における継続的な投資や、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。安定的な営業キャッシュ・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

る機動的かつ柔軟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。
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● 自己資本

2009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3.3%、182億円増加して5,663億円になりました。自

己資本比率は、総資産の伸びが上回ったため、前期比1.5ポ

イント低下して44.4%となりました。

また、1株当たり純資産は、前期比3.3%、6,479.56円増

加して201,892.62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62社となってい

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

減を図っています。

2009年3月期における現金及び現金同等物の期末残高（以

下「資金」という）は、前期末に比べ189億円増加し、1,318億

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、出向政策の見直し等

に係る関連費用の支出等により、前期よりも121億円収入が

減少し、2,125億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

が増加したことや連結子会社の取得による支出が増加した

ことなどにより、前期よりも344億円支出が増加し、2,194

億円の支出となりました。
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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

2009年3月期の流動資産は、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などにより前期比7.2%、

303億円増加して4,485億円となりました。

● 有形・無形固定資産

2009年3月期の有形固定資産は、設備投資の増加等により、

前期比2.1%、80億円増加の3,848億円となりました。無形

固定資産は、連結子会社の拡大に伴うのれんの増加等により

前期比11.5%、343億円増加して3,320億円となりました。

● 投資その他の資産

2009年3月期の投資その他の資産は、前期比8.6%、87億

円増加して1,098億円となりました。

● 負債

負債は、前期に計上した出向政策の見直し等に伴う未払金

の支払いによる減少はあるものの、社債の発行等により、前

期比8.3%、522億円増加の6,831億円になりました。

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、2009年3月期のフリー・キャッシュ・フローは、

前期に比べて466億円減少し、69億円の支出となりました。

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の発行に

よる収入等により、278億円の収入となりました。

■ 各種経営指標

● EBITDA、EBITDAマージン

EBITDAは、営業利益の増加及び減価償却費の増加等によ

り、前期比4.2%、102億円増加して2,565億円となりました。

EBITDAマージンは、前期比0.4ポイント減少の22.5%となり

ました。

● 負債比率

有利子負債は、前期比26.3%、635億円増加して3,047億

円となりました。その結果、負債比率は、前期比4.4ポイント

増加の35.0%となりました。なお、2009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、8.1ポイント増加し

て78.1%となりました。

● ROE、ROA

自己資本当期純利益率（ROE）は、前期比3.1ポイント増加

して8.7%となりました。総資産当期純利益率（ROA）は、前

期比1.2ポイント増加して3.9%となりました。

■ 設備投資額

設備投資額は、金融分野向けシステムの規模拡大等により、

前期比1.8%、32億円増加の1,801億円となりました。

■ 研究開発費

2009年3月期の研究開発費は、前期比6.1%、7億円減少

の101億円となりました。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」「オープンソースソフトウェア」それぞれの

分野で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

分析技術の開発、経営課題解決のためのIT投資を最適化する

方法論の確立、次世代ネットワーク基盤（NGN）やサービス

提供型ソフトウェア（SaaS）によるサービスインテグレーショ

ンビジネスの拡大のためのサービス基盤の開発、低炭素社会

の実現のためのITの環境負荷低減効果の評価手法の検討等

があります。更に、それらの特許の保有にも努め、技術競争

力強化と知的財産権に係るリスク低減に取り組んでいます。

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。

■ ITパートナービジネス

当社では、M&Aを活用した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。2009年3月期の

M&A子会社の連結貢献額は売上高1兆1,390億円のうち

1,688億円となります。
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■ 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。

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。

監査役の報酬については、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。

（十億円）

対象分野 提携先 譲受・設立年月 出資比率（%） 2009年3月期 2010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 12.5 11.0

家電 三洋電機 2003年 1月 50.0 16.3 15.3

素材 日本板硝子 2003年 9月 70.0 4.9 4.6

組立加工 セイコーインスツル 2003年12月 60.0 5.5 5.3

住宅・樹脂加工 積水化学工業 2005年 1月 60.0 9.4 9.3

ファイナンス NTTファイナンス 2006年 7月 66.7 4.4 2.9

旅行 近畿日本ツーリスト 2006年10月 51.0 4.3 3.7

石油・金属 新日鉱ホールディングス 2008年 4月 60.0 12.5 13.8

組込みソフトウェア パナソニックモバイル 2008年10月 60.0 7.5（6ヵ月分） 12.7

ITサービス会社

自動車・エレクトロニクス — 2006年 3月 100.0 12.0 10.7

金融（外為決済） Getronics N.V. 2007年 5月 70.0 16.6 16.9

SAP等 SMFG／日本総研 2009年 1月 50.0 11.8（3ヵ月分） 36.6

金融（資金証券） — 2009年 3月 51.0 — 3.3

コンサルティング会社

流通・外食 西友 2005年 7月 86.4 2.4 2.6

上流コンサル Capgemini 2005年 8月 95.0 3.3 3.3

グローバル

ERP等 — 2005年11月 74.8 6.8 5.8

日系現地法人対応等 — 2007年 7月 51.0 0.2 0.2

オフショア — 2007年12月 67.6 1.1 1.0

SAP等 NTTコミュニケーションズ 2008年 1月 77.4 33.0 27.7

欧州現地大企業等 BMW 2008年10月 72.9 9.3（3ヵ月分） 30.4

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 353百万円

監査役 5名 99百万円

合計 13名 453百万円

（注）1.上記には、2008年6月20日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した監
査役1名を含んでおります。

2.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。

3.取締役の報酬等の額には、2009年3月31日に終了した連結会計年度に係る役員賞与
70百万円が含まれております。

4.上記のほか、使用人兼務取締役の使用人分賞与4百万円及び2007年6月22日開催の
第19回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役3名に対する役員賞与7百万
円があります。

5.上記のほか、2005年6月23日開催の第17回定時株主総会の決議に基づき、同総会の
終結の時をもって取締役を退任し、執行役員に就任した取締役7名に対する退職慰
労金として81百万円を支給することとしており、このうち2009年3月31日に終了し
た連結会計年度において、取締役1名に対する退職慰労金として12百万円を支給し
ております。
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拡大」を図り、持続的な事業の発展及び当社グループの企業

価値の拡大を目指します。

● 業績見通し

2010年3月期の業績は、売上高は、主に連結子会社の拡大

等により1兆1,700億円と当期に対して増収を予想していま

す。また、営業利益は、厳しい事業環境や一部設備サービス

の減少及び事業構造の変革を加速するイノベーションプラン

等を見込み、900億円と当期に対して減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はあるものの、一部設備サー

ビスの減少等が見込まれることから、売上高9,160億円、営

業利益は760億円と当期に対して増収・減益を予想していま

す。ネットワークシステムサービス事業は、各サービスともに

堅調に推移する見込みであることから、売上高は800億円、

営業利益は70億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2,680億円、営業利益

260億円と、当期に対して増収・増益を予想しています。

● 設備投資の見通し

2010年3月期は、金融分野向けシステムの投資規模の縮小

等が見込まれることから当期に対して360億円減少の1,440

億円を予想しています。

● 配当の見通し

2010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

期と同額の6,000円を予定したいと考えています。

■ 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あります。

● 価格低下圧力に関するリスク

景況感や企業収益の悪化等によるお客様のIT投資抑制傾

向は、コストへの要求やIT投資効果への評価の厳格化となっ

て、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。

社外役員の報酬等の総額

人数 報酬等の額

社外役員 4名 84百万円

（注）1.上記は、「取締役及び監査役の報酬等の総額」に含まれております。
2.上記には、2008年6月20日開催の第20回定時株主総会終結の時をもって退任した社
外役員1名を含んでおります。

3.上記のほか、2009年3月31日に終了した連結会計年度において、当社の社外役員に
就任する前に、当社を除く当社親会社の子会社の取締役であった者について、当該
会社から当該会社の役員として受けた報酬等21百万円があります。

● 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。

監査公認会計士等に対する報酬の内容
監査証明業務に基づく 非監査業務に基づく

区分 報酬 報酬

提出会社 330百万円 17百万円

連結子会社 140百万円 24百万円

合計 471百万円 41百万円

当社の在外連結子会社の一部については、あずさ監査法人

が提携するKPMGのメンバーファームの財務諸表監査を受け

ており、監査報酬額は102百万円です。なお、当社があずさ

監査法人に対して報酬を支払っている非監査業務の内容は、

監査基準委員会報告書第18号に基づく内部統制の整備状況

の検証業務等です。

■ 2010年3月期の見通し

● 経済環境の見通し

世界的な金融危機の深刻化や市況の低迷等により、景気は

当面悪化を続ける可能性が高まっています。

情報サービス産業においても、多くのお客様において、投

資案件の絞り込みや計画の先送り等が見受けられるなど、IT

投資は全般的に抑制傾向にあります。一方、総所有コスト

（TCO）削減につながるシステムの共同利用化、業界再編に

伴うシステム統合ニーズ、ビジネスプロセスアウトソージン

グ、あるいはグローバルな競争を下支えするためのシステム

構築などへの投資には根強い需要が見受けられます。

このように、大変厳しい事業環境ではありますが、当社グ

ループは引き続き『変革の先進企業』として「お客様満足度

No. 1」を追求します。そのために、持続可能な事業運営と成

長重視の経営の両立を目指して、経営の舵を大きく切り直し

ます。具体的には、「営業力強化」「SI競争力強化」「グループ

事業拡大・強化」「人財育成」に積極的に取り組むとともに、

「環境志向経営」を新たに取り入れることで、「質を伴う量の
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● 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して

きています。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。

● 海外事業に関するリスク

当社グループは事業戦略の一環として海外市場での事業拡

大を進めており、海外事業の当社グループにおける存在感は

拡大しつつあります。当社グループの海外事業は、グローバ

ル経済や為替等の経済動向、投資や競争等に関する法的規

制、商習慣の相違、労使関係、国際政治といった政治的・社

会的変動等、さまざまな要因の影響下にあります。これらの

リスクが顕在化した場合、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。

● 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。これらにお

いて障害が発生した場合、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等の問題が発生した場合、

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、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が低下、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、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との協議、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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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
2008年及び2009年3月31日現在

（百万円） （千ドル）［注記3］

2008 2009 2009

資産の部

流動資産：

現金及び預金［注記12及び23］ ¥ 112,900 ¥ 125,421 $ 1,279,806

売掛債権［注記23］ 206,655 219,984 2,244,735

（控除：貸倒引当金） (1,203) (886) (9,041)

205,452 219,098 2,235,694

たな卸資産［注記4］ 42,072 47,017 479,765

繰延税金資産―短期［注記13］ 15,154 18,811 191,949

その他の流動資産 42,569 38,111 388,888

流動資産合計 418,147 448,458 4,576,102

投資及び貸付金：

投資有価証券［注記14］ 20,154 18,364 187,388

関連会社への投資 2,724 2,974 30,347

その他の投資 27,518 33,552 342,367

投資及び貸付金合計 50,396 54,890 560,102

有形固定資産：取得価額［注記5及び23］ 966,741 983,540 10,036,122

（控除：減価償却累計額） (589,931) (598,703) (6,109,214)

有形固定資産合計 376,810 384,837 3,926,908

無形固定資産：

ソフトウェア［注記23］ 215,221 208,871 2,131,337

ソフトウェア仮勘定 54,406 76,900 784,694

のれん 22,018 38,067 388,439

その他［注記6］ 6,112 8,173 83,398

無形固定資産合計 297,757 332,011 3,387,868

繰延税金資産［注記13］ 50,717 54,896 560,163

資産合計 ¥1,193,827 ¥1,275,092 $13,011,143

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］

2008 2009 2009

負債の部

流動負債：

短期借入金［注記7］ ¥ 14,472 ¥ 16,552 $ 168,898

コマーシャル・ペーパー［注記7］ 45,000 25,000 255,102

1年以内に返済予定の長期債務［注記7］ 81,507 23,128 236,000

買掛債務 203,398 116,794 1,191,776

未払法人税等 5,128 37,409 381,724

受注損失引当金 4,739 5,178 52,837

その他の流動負債 68,897 95,881 978,377

流動負債合計 423,141 319,942 3,264,714

長期債務［注記7及び23］ 141,571 280,268 2,859,878

退職給付引当金［注記16］ 65,069 81,683 833,500

役員退職慰労引当金 1,066 1,195 12,194

負債合計 630,847 683,088 6,970,286

偶発債務［注記22］

純資産の部

株主資本：

資本金

発行可能株式総数─11,220,000株　2008年及び2009年3月31日

発行済株式数─2,805,000株　2008年及び2009年3月31日 142,520 142,520 1,454,286

資本剰余金 139,300 139,300 1,421,429

利益剰余金［注記17］ 266,513 298,753 3,048,500

株主資本合計 548,333 580,573 5,924,215

評価・換算差額等：

その他有価証券評価差額金 861 (208) (2,122)

繰延ヘッジ損益 — 7 71

為替換算調整勘定 (1,060) (9,216) (94,041)

その他の評価・換算差額等［注記8］ — (4,847) (49,459)

評価・換算差額等合計 (199) (14,264) (145,551)

少数株主持分 14,846 25,695 262,193

純資産合計 562,980 592,004 6,040,857

負債・純資産合計 ¥1,193,827 ¥1,275,092 $13,011,143
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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
2007年、2008年及び2009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］

2007 2008 2009 2009

売上高［注記18］ ¥1,044,918 ¥1,074,405 ¥1,139,093 $11,623,398
売上原価 786,327 813,343 861,943 8,795,337
売上総利益 258,591 261,062 277,150 2,828,061

販売費及び一般管理費［注記10］ 168,341 165,150 178,604 1,822,490
営業利益 90,250 95,912 98,546 1,005,571

営業外収益（費用）：
受取利息及び受取配当金 603 1,124 1,349 13,765
支払利息 (3,640) (3,539) (4,564) (46,571)
投資有価証券売却益 108 518 168 1,714
関係会社株式売却益 — — 1,760 17,959
持分法による投資利益 463 458 343 3,500
受取保険金 1,016 1,217 532 5,429
投資事業組合運用益 880 347 — —
固定資産除却損 (1,676) (1,471) (1,069) (10,908)
投資有価証券評価損 (1,164) (287) — —
損害賠償金 — — (1,168) (11,918)
NTT厚生年金代行返上益 — 19,291 — —
出向政策の見直し等に係る関連費用 — (40,800) — —
リース会計基準適用に伴う影響額［注記9］ — (19,319) — —
のれん一括償却額 — (2,022) — —
のれん減損損失［注記11］ — — (2,144) (21,878)
固定資産減損損失［注記11］ — — (1,978) (20,184)
その他（純額） (1,071) 64 (344) (3,510)

(4,481) 44,419 (7,115) (72,602)
税金等調整前当期純利益 85,769 51,493 91,431 932,969

法人税等：
法人税、住民税及び事業税 33,453 7,781 40,681 415,112
法人税等調整額 603 12,205 (132) (1,347)

34,056 19,986 40,549 413,765
少数株主損益控除前当期純利益 51,713 31,507 50,882 519,204

少数株主利益 1,076 1,052 2,521 25,724
当期純利益 ¥ 50,637 ¥ 30,455 ¥ 48,361 $ 493,480

（円） （ドル）

1株当たり［注記21］：
当期純利益 ¥ 18,053 ¥ 10,857 ¥ 17,241 $ 175.93
潜在株式調整後当期純利益 — — 17,227 175.79
現金配当 5,000 5,000 6,000 61.22

（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、2008年3月31日に終了した連結会計年
度において、営業利益及び税金等調整前当期純利益が5,321百万円減少しております。

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。

4.棚卸資産の評価に関する会計基準
2009年3月31日に終了した連結会計年度から「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号2006年7月5日）が適用されたことに伴い、貸借対照表価額については収益性
の低下に基づく簿価切下げの方法により算定しております。これにより、2009年3月31日に終了した連結会計年度において、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益は、そ
れぞれ68百万円（694千ドル）減少しております。

5.連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取り扱い
2009年3月31日に終了した連結会計年度から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号2006年5月17日）を適用し、連結決
算上必要な修正を行っております。これにより、2009年3月31日に終了した連結会計年度において、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益が、それぞれ1,262百万円
（12,878千ドル）減少しております。

注記は財務諸表の一部である。
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財
務
セ
ク
シ
ョ
ン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
2007年、2008年及び2009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 繰延 その他の
利益剰余金 有価証券 ヘッジ 為替換算 評価・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17］ 合計 評価差額金 損益 調整勘定 差額等 合計 持分 合計

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

在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 — — — (634) (634) — — — — — — (634)

2009年3月31日に終了した
連結会計年度の当期純利益 — — — 48,361 48,361 — — — — — — 48,361

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

連結範囲の変動 — — — (11) (11) — — — — — — (11)

持分法の適用範囲の変動 — — — (48) (48) — — — — — — (48)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — — (1,069) 7 (8,156) (4,847) (14,065) 10,849 (3,216)

2009年3月31日現在 2,805,000 ¥ 142,520 ¥ 139,300 ¥ 298,753 ¥ 580,573 ¥ (208) ¥ 7 ¥ (9,216) ¥ (4,847) ¥ (14,264) ¥ 25,695 ¥ 592,004

（千ドル）［注記3］

株主資本 評価・換算差額等

その他 繰延 その他の
利益剰余金 有価証券 ヘッジ 為替換算 評価・換算 少数株主 純資産

資本金 資本剰余金 ［注記17］ 合計 評価差額金 損益 調整勘定 差額等 合計 持分 合計

2008年3月31日現在 $1,454,286 $1,421,429 $2,719,520 $5,595,235 $ 8,786 $ — $(10,816) $ — $ (2,031) $151,490 $5,744,694

在外子会社の会計処理の
変更に伴う増減 — — (6,469) (6,469) — — — — — — (6,469)

2009年3月31日に終了した
連結会計年度の当期純利益 — — 493,480 493,480 — — — — — — 493,480

現金配当 — — (157,429) (157,429) — — — — — — (157,429)

連結範囲の変動 — — (112) (112) — — — — — — (112)

持分法の適用範囲の変動 — — (490) ( 490) — — — — — — (490)

連結会計年度中の変動額（純額） — — — — (10,908) 71 (83,225) (49,459) (143,520) 110,704 (32,816)

2009年3月31日現在 $1,454,286 $1,421,429 $3,048,500 $5,924,215 $ (2,122) $ 71 $(94,041) $(49,459) $ (145,551) $262,193 $6,040,857

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
2007年、2008年及び2009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］

2007 2008 2009 2009

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 ¥ 85,769 ¥ 51,493 ¥ 91,431 $ 932,969
減価償却費 133,875 147,684 157,895 1,611,173
固定資産除却損 18,987 11,578 8,787 89,663
退職給付引当金の増減額 (2,328) (21,908) (29,583) (301,867)
関係会社株式売却損益 — — (1,760) (17,959)
投資有価証券売却損益 (108) (518) (151) (1,541)
投資有価証券評価損益 1,164 287 840 8,571
支払利息 3,640 3,539 4,564 46,571
リース会計基準の適用に伴う影響額 — 19,319 — —
出向政策の見直し等に伴う関連費用 — 40,773 (40,774) (416,061)
売掛債権の増減額 (19,853) (9,642) 4,984 50,857
たな卸資産の増減額 18,812 (12,301) (1,848) (18,857)
買掛債務の増減額 175 1,967 (9,226) (94,143)
未払消費税等の増減額 3,406 (4,900) 3,481 35,520
その他（純額） 3,439 35,215 24,037 245,277
小計 246,978 262,587 212,677 2,170,173

利息及び配当金の受取額 602 1,125 1,349 13,765
利息の支払額 (3,752) (3,629) (4,394) (44,837)
法人税等の支払額又は還付額 (28,885) (35,434) 2,909 29,685
営業活動によるキャッシュ・フロー 214,943 224,649 212,541 2,168,786

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 (74,017) (79,041) (98,004) (1,000,041)
無形固定資産の取得による支出 (60,141) (87,623) (88,795) (906,071)
固定資産の売却による収入 493 189 349 3,561
投資有価証券の取得による支出 (1,759) (539) (442) (4,510)
投資有価証券の売却による収入 1,819 818 402 4,102
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出［注記12］ (53) (21,745) (33,128) (338,041)
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入［注記12］ 1,001 — 1,427 14,561
定期預金の預入による支出 — — (3,599) (36,724)
有価証券の取得による支出 — — (2,000) (20,408)
その他（純額） 1,019 2,945 4,346 44,347
投資活動によるキャッシュ・フロー (131,638) (184,996) (219,444) (2,239,224)

財務活動によるキャッシュ・フロー：
社債の発行による収入 — — 149,497 1,525,480
社債の償還による支出 (30,082) (42,070) (60,000) (612,245)
長期借入れによる収入 13,818 15 415 4,235
長期借入金の返済による支出 (4,657) (7,537) (8,309) (84,786)
コマーシャル・ペーパーの純増減額 (15,000) 45,000 (20,000) (204,082)
短期借入金の純増減額 (11,712) (2,798) (1,567) (15,990)
リース債務の返済による支出 — (16,309) (14,318) (146,102)
配当金の支払額 (9,821) (15,422) (15,426) (157,408)
少数株主への配当金の支払額 (188) (207) (2,473) (25,235)
少数株主からの払込みによる収入 209 740 — —
少数株主からの株式買取支出 — (119) — —
その他（純額） — — 12 123
財務活動によるキャッシュ・フロー (57,433) (38,707) 27,831 283,990

現金及び現金同等物に係る換算差額 58 (819) (2,016) (20,572)
現金及び現金同等物の増減額 25,930 127 18,912 192,980
現金及び現金同等物の期首残高 86,243 112,784 112,911 1,152,153
新規連結子会社の現金及び現金同等物の増加額 611 — — —
現金及び現金同等物の期末残高［注記12］ ¥ 112,784 ¥ 112,911 ¥ 131,823 $ 1,345,133

注記は財務諸表の一部である。
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財
務
セ
ク
シ
ョ
ン連結財務諸表注記

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、連結経営成績なら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、2009年3月31日現在において当社と144社（2008年3月31日現在においては135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、2009年3月31日に終了した連結会計年度より新規に20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。

Cirquent GmbH

また、子会社の合併、譲渡及び清算により、11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）エヌ・ティ・ティ・データ・システムサービス

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49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

関連会社については、株式会社エヌ・ティ・ティ メディアクロス等22社すべてに持分法を適用しております。

なお、新たに株式を取得したことに伴い、3社を持分法適用の範囲に含めており、合併による議決権比率の減少、譲渡及び

清算により、4社を持分法適用の範囲から除外しております。

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、20年以内のその効果の及ぶ期間にわたって均等償却しておりますが、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、ヘッジ対象取

引に係る損益が計上される期間と同一の期間において、損益として計上しております。

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、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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）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（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に

より算定）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。
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（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・リース取引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）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。

（13）受注損失引当金

受注契約に係る将来損失に備えるため、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。

（14）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。

（15）役員退職慰労引当金

連結子会社の一部は、役員の退職慰労金の支給に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。

（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。
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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¥98=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

¥98=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. たな卸資産

2009年3月31日現在のたな卸資産の内訳は以下のとおりであります。
（百万円） （千ドル）

2009 2009

商品及び製品 ¥ 1,357 $ 13,847

仕掛品 43,723 446,153

貯蔵品 1,937 19,765

¥47,017 $479,765

また2009年3月31日に終了した連結会計年度における売上原価に含まれているたな卸資産評価損は1,112百万円（11,347

千ドル）であります。

5. 有形固定資産

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

データ通信設備 ¥ 450,188 ¥ 441,300 $ 4,503,061

建物及び構築物 255,709 267,364 2,728,204

機械装置及び運搬具 51,812 57,270 584,388

工具、器具及び備品 44,555 47,689 486,622

土地 48,790 49,053 500,541

リース資産 84,418 66,425 677,806

建設仮勘定 31,269 54,439 555,500

966,741 983,540 10,036,122

（控除：減価償却累計額） (589,931) (598,703) (6,109,214)

¥ 376,810 ¥ 384,837 $ 3,926,908

6. 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、2,976百万円であり、2009年3月31日現在では、2,479百万円（25,296千ドル）で

あります。
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7. 短期借入金及び長期債務

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

短期借入金 ¥14,472 ¥16,552 $168,898

銀行からの短期借入金の加重平均利率は、2008年3月31日現在では1.1%であり、2009年3月31日現在では1.0%であり

ます。

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

コマーシャル・ペーパー ¥45,000 ¥25,000 $255,102

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、2009年3月31日現在では0.3%であり

ます。

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

銀行及び他の金融機関からの長期借入金 ¥ 58,499 ¥ 50,137 $ 511,602

リース債務※1 36,747 26,825 273,724

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 30,612

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

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

1.88% 国内無担保普通社債　償還期限2010年6月21日 29,995 29,997 306,092

1.44% 国内無担保普通社債　償還期限2011年6月20日 29,993 29,995 306,071

1.10% 国内無担保普通社債　償還期限2013年6月20日 — 49,989 510,092

1.60% 国内無担保普通社債　償還期限2018年3月20日 — 49,968 509,878

1.78% 国内無担保普通社債　償還期限2018年12月20日 — 30,000 306,122

1.65% 国内無担保普通社債　償還期限2019年3月20日 — 20,000 204,082

7.00% ユーロ建無担保転換社債※3 245 98 1,000

その他 4,599 13,387 136,603

233,078 303,396 3,095,878

（控除：１年以内返済予定分） (81,507) (23,128) (236,000)

¥141,571 ¥280,268 $2,859,878

※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、2.75%であります。
※3 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、2008年3月31日現在では0.98%から9.25%であり、2009年3月

31日現在では1.04%から9.25%であります。

2009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）

2010 ¥ 8,045 $ 82,092

2011 17,829 181,929

2012 23,360 238,367

2013 291 2,969

2014 178 1,816

以降 434 4,429

¥50,137 $511,602

2009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）

2010 ¥12,083 $123,296

2011 8,502 86,754

2012 4,085 41,683

2013 1,321 13,480

2014 405 4,133

以降 429 4,378

¥26,825 $273,724

8. その他の評価・換算差額等

一部連結子会社の少数株主が保有する当該連結子会社持分に対する買取オプションについて、その行使見込価額を負債認識

するとともに、当該持分に係る少数株主持分の帳簿価額を純資産の部の「少数株主持分」から控除し、残額を純資産の部の評

価・換算差額等の「その他の評価・換算差額等」に計上しております。

9. 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、

2008年3月31日に終了した連結会計年度において、営業利益が2,937百万円、税金等調整前当期純利益が16,387百万円減少

しております。
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オペレーティング・リース取引

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

未経過リース料：

1年内 ¥ 626 ¥ 8,612 $ 87,878

1年超 2,564 13,268 135,387

¥3,190 ¥21,880 $223,265

10. 販売費及び一般管理費

2007年、2008年及び2009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）

2007 2008 2009 2009

従業員の給与、賃金及びその他の給与関連費用 ¥ 57,707 ¥ 57,156 ¥ 62,036 $ 633,020

退職給付費用 2,975 4,132 4,944 50,449

作業委託費 32,945 32,807 33,670 343,571

研究開発費 11,307 10,749 10,091 102,969

その他 63,407 60,306 67,863 692,481

¥168,341 ¥165,150 ¥178,604 $1,822,490

11. 減損損失

2009年3月31日に終了した連結会計年度において、以下の資産グループについて営業外費用を計上しております。

連結財務諸表提出会社グループにおける資産のグルーピングは、主にシステムとして一体で機能する単位を最小の単位と

し、のれんについては、会社及び会社グループが営む事業を最小の単位とし、グルーピングしております。

（百万円） （千ドル）

用途 種類 2009 2009

システムインテグレーション事業 データ通信設備等 ¥ 1,915 $19,541

ネットワークシステムサービス事業 ソフトウェア等 56 571

その他の事業 ソフトウェア等 7 72

— のれん 2,144 21,878

システムインテグレーション事業用資産については、収益性の低下により将来において投資額の回収が見込めなくなったた

め当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として営業外費用に計上しております。

その内訳はデータ通信設備1,021百万円（10,418千ドル）、ソフトウェア880百万円（8,980千ドル）等であります。当該資産

グループの回収可能価額は使用価値により測定しており、測定に用いた割引率は5%であります。

ネットワークシステムサービス事業用資産等についても減損損失63百万円（642千ドル）を営業外費用に計上しておりますが、

その内訳はソフトウェア27百万円（276千ドル）、建設仮勘定21百万円（214千ドル）等であり、減損損失を認識するに至った経

緯、算定方法はシステムインテグレーション事業用資産と同様であります。
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また、のれんについてはシステムインテグレーション事業を営む在外連結子会社において、昨今の世界的な金融危機の深刻

化や市況の低迷等の影響により取得時に想定していた事業計画を見直した結果、のれんを含む資産グループの回収可能価額

が帳簿価額を下回ったため帳簿価額を減額して当該減少額を減損損失として営業外費用に計上しております。

当該資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、測定に用いた割引率は9%であります。

12. キャッシュ・フロー情報

2007年、2008年及び2009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）

2007 2008 2009 2009

現金及び預金 ¥112,778 ¥112,900 ¥125,421 $1,279,806

預入期間が3ヵ月を超える定期預金 — — (3,598) (36,714)

取得日から3ヵ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 10,000 102,041

現金及び現金同等物 ¥112,784 ¥112,911 ¥131,823 $1,345,133

2007年、2008年及び2009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）

2007 2008 2009 2009

流動資産 ¥ 94 ¥ 18,041 ¥ 43,274 $ 441,572

固定資産 25 7,298 15,022 153,286

のれん 43 20,806 26,200 267,347

流動負債 (82) (13,545) (22,048) (224,980)

固定負債 — (2,716) (6,936) (70,776)

少数株主持分 — (2,253) (13,329) (136,010)

株式の取得価額 80 27,631 42,183 430,439

現金及び現金同等物 (27) (5,886) (9,055) (92,398)

差引：連結子会社の取得による支出 ¥ 53 ¥ 21,745 ¥ 33,128 $ 338,041

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2009 2009

流動資産 ¥ 3,407 — ¥ 8,782 $ 89,611

固定資産 1,123 — 3,634 37,082

のれん 274 — 2,136 21,796

流動負債 (1,705) — (4,312) (44,000)

固定負債 (301) — (4,215) (43,010)

少数株主持分 (1,307) — (1,653) (16,867)

株式の取得価額 1,491 — 4,372 44,612

現金及び現金同等物 (2,492) — (5,799) (59,173)

差引：連結子会社の取得による収入 ¥(1,001) — ¥(1,427) $(14,561)
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13. 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。

2008年及び2009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）

2008 2009 2009

繰延税金資産：

退職給付引当金 ¥26,490 ¥33,517 $342,010

減価償却超過額 21,177 18,159 185,296

たな卸資産評価損 2,164 540 5,510

繰越欠損金 6,455 4,811 49,092

その他 17,461 22,798 232,633

小計 73,747 79,825 814,541

評価性引当額 (4,995) (5,048) (51,510)

繰延税金資産合計 68,752 74,777 763,031

繰延税金負債：

プログラム等準備金 (466) (211) 2,153

その他 (2,415) (2,140) (21,837)

繰延税金負債合計 (2,881) (2,351) (23,990)

繰延税金資産の純額 ¥65,871 ¥72,426 $739,041

2007年、2008年及び2009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。

（%）

2007 2008 2009

法定実効税率： 40.69% 40.69% 40.69%

（調整）

交際費等 0.86 1.33 0.81

受取配当金 (0.16) (0.41) (0.10)

住民税均等割 0.31 0.54 0.31

IT投資促進税制による税額控除 (4.53) — —

研究開発減税による税額控除 (0.96) (1.44) (0.76)

情報基盤強化税制による税額控除 (0.07) (0.19) (0.18)

のれん償却費等 — — 2.29

その他 3.57 (1.71) 1.29

法人税等の負担率 39.71% 38.81% 44.35%

75
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14. 投資有価証券の時価情報

2008年3月31日現在の投資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）

2008

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

株式（帳簿価額が取得原価を超えないもの） 1,736 1,349 (387)

合計 ¥3,629 ¥5,295 ¥1,666

（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）

2008

株式：

売却額 ¥131

売却益の合計 82

売却損の合計 (34)

（3）時価評価されていない有価証券の主な内容
（百万円）

2008

その他有価証券：

非上場株式（店頭売買株式を除く） ¥14,859

2009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）

2009 2009

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） ¥ 870 ¥1,657 ¥ 787 $ 8,878 $16,908 $ 8,031

株式（帳簿価額が取得原価を超えないもの） 2,517 1,851 (666) 25,683 18,888 (6,796)

合計 ¥3,387 ¥3,508 ¥ 121 $34,561 $35,796 $ 1,235

（2）2009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）

2009 2009

株式：

売却額 ¥ 329 $ 3,357

売却益の合計 168 1,714

売却損の合計 (12) (122)
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（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）

2009 2009

その他有価証券：

非上場株式（店頭売買株式を除く） ¥14,856 $151,592

15. 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。

2007年、2008年及び2009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。

16. 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、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、2009

年3月31日現在においては連結子会社のうち54社が加入しております。

（2）退職給付債務
（百万円） （千ドル）

2008 2009 2009

退職給付債務 ¥(170,680) ¥(192,024) $(1,959,429)

年金資産 109,653 94,166 960,878

未積立退職給付債務 (61,027) (97,858) (998,551)

会計基準変更時差異の未処理額 (2,315) (2,074) (21,163)

未認識数理計算上の差異 6,371 26,107 266,398

未認識過去勤務債務 (7,968) (7,083) (72,276)

連結貸借対照表上額純額 (64,939) (80,908) (825,592)

前払年金費用 130 775 7,908

退職給付引当金 ¥ (65,069) ¥ (81,683) $ (833,500)

（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。
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（3）退職給付費用
（百万円） （千ドル）

2007 2008 2009 2009

勤務費用 ¥ 9,366 ¥ 10,650 ¥11,057 $112,826

利息費用 5,235 4,997 4,374 44,633

期待運用収益 (3,130) (3,131) (3,009) (30,704)

会計基準変更時差異の費用処理額 (398) (470) (418) (4,265)

数理計算上の差異の費用処理額 23 360 817 8,337

過去勤務債務の費用処理額 (1,537) (1,146) (784) (8,000)

厚生年金基金の代行返上に伴う損益 — (19,291) — —

大量退職による費用処理額 — 3,060 — —

退職給付費用 ¥ 9,559 ¥ (4,971) ¥12,037 $122,827

（注）1. 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費用として、計上しております。

4. 2008年3月31日に終了する連結会計年度において、上記退職給付費用以外に、転籍一時金等、35,797百万円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。

（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。

2008 2009

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残存勤務
同左

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発生の翌 同左

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

17. 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、2009年3月31日に終了した会

計年度に関する1株当たり3,000円（30.612ドル）、総額8,415百万円（85,867千ドル）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。
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18. 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

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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（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

2009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 ¥842,723 ¥73,297 ¥223,073 ¥1,139,093 ¥ — ¥1,139,093

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 46,365 4,977 43,147 94,489 (94,489) —

計 ¥889,088 ¥78,275 ¥266,219 ¥1,233,582 ¥ (94,489) ¥1,139,093

営業費用 ¥801,601 ¥71,914 ¥240,950 ¥1,114,465 ¥ (73,918) ¥1,040,547

営業利益 ¥ 87,487 ¥ 6,361 ¥ 25,269 ¥ 119,117 ¥ (20,571) ¥ 98,546

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 ¥827,423 ¥45,543 ¥185,201 ¥1,058,167 ¥216,925 ¥1,275,092

減価償却費 ¥134,469 ¥ 9,901 ¥ 6,164 ¥ 150,534 ¥ 520 ¥ 151,054

のれん減損損失 ¥ 2,144 ¥ — ¥ — ¥ 2,414 ¥ — ¥ 2,144

固定資産減損損失 ¥ 1,915 ¥ 56 ¥ 7 ¥ 1,978 ¥ — ¥ 1,978

資本的支出 ¥152,665 ¥11,119 ¥ 16,255 ¥ 180,039 ¥ 29 ¥ 180,068

（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

2009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 $8,599,215 $747,938 $2,276,245 $11,623,398 $ — $11,623,398

（2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 473,112 50,786 440,276 964,174 (964,174) —

計 $9,072,327 $798,724 $2,716,521 $12,587,572 $ (964,174) $11,623,398

営業費用 $8,179,603 $733,816 $2,458,673 $11,372,091 $ (754,265) $10,617,827

営業利益 $ 892,724 $ 64,908 $ 257,848 $ 1,215,480 $ (209,909) $ 1,005,571

Ⅱ資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出

資産 $8,443,092 $464,724 $1,889,806 $10,797,622 $2,213,521 $13,011,143

減価償却費 $1,372,132 $101,031 $ 62,898 $ 1,536,061 $ 5,306 $ 1,541,367

のれん減損損失 $ 21,878 $ — $ — $ 21,878 $ — $ 21,878

固定資産減損損失 $ 19,542 $ 571 $ 71 $ 20,184 $ — $ 20,184

資本的支出 $1,557,807 $113,459 $ 165,867 $ 1,837,133 $ 296 $ 1,837,429

（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、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、2008年3月31日に終了した連結会計年度
においては18,978百万円であり、2009年3月31日に終了した連結会計年度においては19,847百万円（202,520千ドル）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、2009年3月31日に終了した連結会計年度においては216,925百万円（2,213,520千ドル）であり、その主なものは、当社の余資運用資金（現金及び預金）及び管理部門
に係る資産等であります。
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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））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2,873百万円増加、ネット
ワークシステムサービス事業が27百万円減少、その他の事業が98百万円増加し、資産において、システムインテグレーション事業が17,042百万円増加、ネットワークシステムサー
ビス事業が269百万円増加、その他の事業が2,162百万円増加し、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12,104百万円増加、ネットワークシステムサービス事業
が128百万円増加、その他の事業が736百万円増加しております。

2）棚卸資産の評価に関する会計基準
2009年3月31日に終了した連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第9号　2006年7月5日）が適用されたことに伴い、貸借対照表価額については
収益性の低下に基づく薄価切下げの方法により算定しております。
これにより、従来の方法によった場合に比べ、2009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68百万円（694千ドル）減少し
ております。

3）連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い
2009年3月31日に終了した連結会計年度から、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　2006年5月17日）を適用し、連
結決算上必要な修正を行っております。
これにより、従来の方法によった場合に比べ、2009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917百万円（9,357千ドル）、そ
の他の事業が344百万円（3,510千ドル）減少しております。

（2）事業の所在地別

2007年、2008年及び2009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

2007年、2008年及び2009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。

19. 関連当事者との取引

（1）関連当事者との取引

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 — — （所有）直接4.5%

（被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 — — 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 2百万円

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 3百万円 4百万円

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 原稿執筆等収入 年会費の支払

取引金額 0百万円 1百万円

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 6,774百万円

事業の内容 不動産関連業務及びアウトソーシング事業 総合リース業

議決権等の所有割合 ― （所有）直接4.5%（被所有）直接0.0%

関係内容

役員の兼任等 ― ―

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 34,614百万円

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 11百万円

2009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 2009

種類 役員 役員 役員

会社等の名称又は氏名 山下徹 山下徹 浜口友一

事業の内容又は職業 当社代表取締役社長 当社代表取締役社長 当社取締役相談役

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 社団法人情報サービス産業協会会長
技術研究組合理事長

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

関連当事者との関係 — — ―

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（286千ドル） 3百万円（31千ドル） 4百万円（41千ドル）

科目 ― ― —

期末残高 ― ― —

役員及び個人主要株主等 2009

種類 役員 役員

会社等の名称又は氏名 浜口友一 浜口友一

事業の内容又は職業 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理事長

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

関連当事者との関係 ― ―

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 2009

種類 親会社の子会社 親会社の子会社

会社等の名称又は氏名 NTTファイナンス（株） NTTファイナンス（株）

所在地 東京都港区 東京都港区

資本金又は出資金 16,771百万円（171,133千ドル） 16,771百万円（171,133千ドル）

事業の内容又は職業 総合リース業 総合リース業

議決権等の
所有（被所有）割合 （所有）直接3.1%（被所有）直接0.0% （所有）直接3.1%（被所有）直接0.0%

関連当事者との関係 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 27,573百万円（281,357千ドル） 34,951百万円（356,643千ドル）

科目 未収入金 流動資産その他（預け金）

期末残高 6,519百万円（66,520千ドル） 10,000百万円（102,041千ドル）

（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。

（2）親会社情報

当社の親会社は日本電信電話（株）であり、東京証券取引所等に上場しております。

20. 企業結合等関係

2008年3月31日に終了した連結会計年度における企業結合等は以下のとおりであります。

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

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

取得原価 19,048百万円

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
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 流動負債 8,712百万円

固定資産 5,771百万円 固定負債 2,318百万円

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。

2009年3月31日に終了した連結会計年度における企業結合等は以下のとおりであります。

（1）連結財務諸表提出会社は、2008年10月1日に、ドイツのBayerische Motoren Werke AG (BMW)から、その子会社である

Cirquent GmbHの発行株式の72.9%を譲り受け、同社は連結財務諸表提出会社の連結子会社となりました。

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 Cirquent GmbH
2事業内容 ITコンサルティング事業及びITサービス事業
3企業結合を行った主な理由 欧州における優良顧客基盤の拡大や、業務ノウハウを保有する開発リソースの拡充を目

指し、資本提携に至りました。

4企業結合日 2008年10月1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

通じての株式譲渡）

6取得した議決権比率 74.4%

2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間

2008年10月1日から2008年12月31日

3）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 Cirquent GmbH 株式 24,387百万円（248,847千ドル）

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 682百万円（006,959千ドル）

取得原価 25,069百万円（255,806千ドル）

4）発生したのれんの金額

1発生したのれんの金額 18,154百万円（185,245千ドル）
2発生要因 Cirquent GmbH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。

3償却方法及び償却期間 14年間にわたる均等償却

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 17,938百万円（183,041千ドル） 流動負債 12,685百万円（129,439千ドル）

固定資産 5,773百万円（058,908千ドル） 固定負債 1,794百万円（018,306千ドル）

6）企業結合契約に規定される条件付取得対価の内容

被取得企業の業績に連動して支払う対価を取得原価として追加的に認識しております。

7）取得原価の配分

2009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、2009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。
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（2）連結財務諸表提出会社は、2009年1月5日に、株式会社日本総研研究所から、その子会社である株式会社日本総研ソリュー

ションズの発行株式の50.0%を譲り受け、同社は連結財務諸表提出会社の連結子会社（株式会社JSOL）となりました。

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 （株）日本総研ソリューションズ

2事業内容 システム開発・情報処理業務・ITコンサルティング業務
3企業結合を行った主な理由 当社グループは、製薬を中心とした製造業界において、豊富なERP導入実績とノウハウ

を持つ（株）JSOLに資本参加することで、当社グループとしての製造業における顧客基

盤の拡大と、高度な業務ノウハウを有する開発リソースの拡充を通じた競争力強化を図

ることができるため、資本提携に至りました。

4企業結合日 2009年1月1日（みなし取得日）
5法的形式 株式取得日

6取得した議決権比率 50.0%

2）連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績期間

2009年1月1日から2009年3月31日

3）被取得企業の取得原価及びその内訳

取得の対価 （株）JSOL株式 11,500百万円（117,347千ドル）

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 88百万円（000,898千ドル）

取得原価 11,588百万円（118,245千ドル）

4）発生したのれんの金額

1発生したのれんの金額 5,526百万円（56,388千ドル）
2発生要因 （株）JSOLの今後の事業展開によって期待される超過収益力の合理的な見積りに

より発生しております。

3償却方法及び償却期間 5年間にわたる均等償却

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 15,991百万円（163,173千ドル） 流動資産 5,869百万円（59,888千ドル）

固定資産 5,619百万円（057,337千ドル） 固定負債 3,616百万円（36,898千ドル）

6）取得原価の配分

2009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、2009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。

（3）企業結合が2009年3月31日に終了した連結会計年度開始の日に完了したと仮定した場合の2009年3月31日に終了した連

結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概算額

売上高 53,209百万円（542,949千ドル）

営業利益 145百万円（001,480千ドル）
（注）概算額の算定方法

企業結合が2009年3月31日に終了した連結会計年度開始の日に完了したと仮定して算定された売上高及び営業利益と取得企業の連結損益計算書における売上高及び営業利益
との差額を、概算の影響額としております。
なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

（4）連結子会社であるitelligence AGについて、2008年3月31日に終了した連結会計年度に取得原価の配分が完了しておりま

せんでしたが、2009年3月31日に終了した連結会計年度において、取得原価の配分が完了し、無形固定資産に1,502百万

円（15,327千ドル）、繰延税金負債に432百万円（4,408千ドル）を配分しております。
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21. 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、それぞれ前で記載した1株当たり当期純利益及び潜在株式調整後1株当

たり当期純利益と同額であります。

22. 偶発債務

2008年3月31日に終了した連結会計年度における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

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。

2009年3月31日に終了した連結会計年度における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 912百万円 （外貨額 9,306千ドル）

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 （306,122千ドル）

第14回国内無担保普通社債 30,000百万円 （306,122千ドル）

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。

23. 担保資産

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

建物及び構築物 19,654百万円

機械装置及び運搬具 896百万円

工具、器具及び備品 278百万円

土地 16百万円

建設仮勘定 39百万円

ソフトウェア 92百万円

担保付債務は以下のとおりであります。

長期借入金 6,504百万円

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） 25,163百万円
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2009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。

現金及び預金 160百万円 （1,633千ドル）

売掛債権 1,575百万円 （16,071千ドル）

建物及び構築物 18,745百万円（191,276千ドル）

機械装置及び運搬具 1,557百万円 （15,888千ドル）

工具、器具及び備品 54百万円 （551千ドル）

土地 13百万円 （133千ドル）

ソフトウェア 108百万円 （1,102千ドル）

担保付債務は以下のとおりであります。

長期借入金 6,507百万円 （66,398千ドル）

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） 18,343百万円（187,173千ドル）

24. 後発事象

当社の剰余金の処分

2009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2009年6月23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3,000円） ¥8,415 $85,867

株式の種類 普通株式

配当の原資 利益剰余金

基準日 2009年3月31日

効力発生日 2009年6月24日

25. 四半期情報

2009年3月31日に終了した会計年度における四半期情報は、以下のとおりであります。

なお、当該注記は監査証明を受けておりません。

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期
（自2008年4月01日） （自2008年7月01日） （自2008年10月01日） （自2009年1月01日）
（至2008年6月30日） （至2008年9月30日） （至2008年12月31日） （至2009年3月31日）

売上高 （百万円） 244,914 268,481 261,353 364,345
（千ドル） 2,499,122 2,739,602 2,666,868 3,717,806

税金等調整前 （百万円） 20,832 22,496 23,983 24,120
四半期純利益金額 （千ドル） 212,571 229,551 244,724 246,123

四半期純利益金額 （百万円） 11,953 10,810 13,348 12,250
（千ドル） 121,969 110,306 136,205 125,000

1株当たり四半期 （円） 4,261.25 3,853.92 4,758.48 4,367.32
純利益金額 （ドル） 43.48 39.33 48.56 44.56
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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2009年および2008年3月
31日現在の連結貸借対照表、並びに2009年3月31日をもって終了した3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。

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2009年および2008年3月31日現在の財政状態並びに2009年3月31
日をもって終了した3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。

2009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

2009年6月23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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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）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

会計年度：

売上高 ¥ 750,703 ¥ 738,241 ¥ 757,586 ¥ 856,341 ¥ 859,756 ¥ 852,649 $ 8,700,500

システムインテグレーション事業 576,537 555,233 560,735 638,089 614,050 594,869 6,070,092

ネットワークシステムサービス事業 54,272 53,140 55,253 61,070 66,477 69,886 713,122

その他の事業 119,894 129,868 141,598 157,182 179,229 187,894 1,917,286

売上原価 574,347 568,637 580,523 651,680 662,630 657,681 6,711,031

営業利益 51,178 30,289 36,477 81,137 79,278 82,815 845,051

税引前当期純利益 35,403 24,154 34,162 74,473 35,899 84,385 861,071

当期純利益 23,220 17,486 25,314 46,287 22,204 49,383 503,908

受注高 650,302 543,903 577,056 777,458 787,455 750,043 7,653,500

設備投資額 148,902 110,336 108,365 127,756 170,509 164,879 1,682,439

研究開発費 15,291 16,342 16,975 11,140 10,170 10,028 102,327

会計年度末：

有形固定資産：取得価額 805,755 799,811 796,662 834,909 889,933 890,986 9,091,693

（控除：減価償却累計額） (463,170) (490,819) (502,083) (528,695) (553,118) (551,595) (5,628,520)

長期債務 267,316 207,399 177,259 135,330 93,605 232,449 2,371,928

負債合計 588,378 507,509 494,803 465,815 543,727 561,781 5,732,459

自己資本 445,985 458,533 477,775 513,510 519,464 552,472 5,637,469

総資産 1,034,363 966,042 972,578 979,325 1,063,191 1,114,253 11,369,929

（円） （ドル）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

1株当たり情報：

当期純利益 ¥008,246 ¥006,204 ¥008,999 ¥016,502 ¥007,916 ¥017,606 $ 179.65

純資産 158,965 163,440 170,304 183,070 185,192 196,960 2,009.79

現金配当 2,000 2,000 3,000 5,000 5,000 6,000 61.22

その他の情報：

売上高営業利益率（%） 6.8 4.1 4.8 9.5 9.2 9.7 —

売上高当期純利益率（%） 3.1 2.4 3.3 5.4 2.6 5.8 —

自己資本当期純利益率（%） 5.3 3.9 5.4 9.3 4.3 9.2 —

総資産当期純利益率（%） 2.2 1.7 2.6 4.7 2.1 4.4 —

配当性向（%） 24.3 32.2 33.3 30.3 63.2 34.1 —

自己資本配当率（%） 1.3 1.2 1.8 2.7 2.7 3.0 —

従業員数（人） 7,232 7,620 7,980 8,324 8,550 9,230 —

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）

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2009

データ通信サービス ¥390,274 ¥385,076 ¥342,853 ¥357,659 ¥332,568 ¥311,999 $3,183,663

システム開発サービス 221,988 187,748 220,136 269,492 259,131 235,659 2,404,684

その他のサービス 138,441 165,417 194,597 229,190 268,057 304,991 3,112,153

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2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98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
2008年及び2009年3月31日現在

（百万円） （千ドル）

2008 2009 2009

資産の部
流動資産：
現金及び預金 ¥ 92,138 ¥ 88,978 $ 907,939
売掛債権：
外部顧客 148,377 146,407 1,493,948
子会社及び関連会社 5,514 2,525 25,765

153,891 148,932 1,519,713
（控除：貸倒引当金） (488) (389) (3,969)

153,403 148,544 1,515,755
未収入金 37,604 19,535 199,337
たな卸資産 — 33,407 340,888
仕掛品 29,044 — —
貯蔵品 1,843 — —
前払費用 7,283 8,266 84,347
繰延税金資産 9,718 9,346 95,367
その他の流動資産 9,088 21,471 219,091
流動資産合計 340,121 329,547 3,362,724

投資及び貸付金：
投資有価証券 19,783 17,764 181,265
子会社及び関連会社への投資 35,799 57,813 589,929
その他の投資 29,156 56,278 574,265
投資及び貸付金合計 84,738 131,855 1,345,459

有形固定資産：取得価額 889,933 890,986 9,091,693
（控除：減価償却累計額） (553,118) (551,595) (5,628,520)
有形固定資産合計 336,815 339,391 3,463,173

無形固定資産：
ソフトウェア 186,141 180,148 1,838,245
ソフトウェア仮勘定 53,323 73,980 754,898
その他 3,815 3,199 32,643
無形固定資産合計 243,279 257,327 2,625,786

敷金及び保証金 18,559 19,210 196,020

繰延税金資産 39,679 36,923 376,767
資産合計： ¥1,063,191 ¥1,114,253 $11,369,929

（注）便宜上2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98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）

2008 2009 2009

負債の部
流動負債：
短期借入金 ¥ 14,450 ¥ 15,750 $ 160,714
コマーシャル・ペーパー 45,000 25,000 255,102
1年以内に返済予定の長期債務 60,000 3,000 30,612
買掛債務：
仕入先 67,743 23,164 236,367
子会社及び関連会社 26,142 57,497 586,704
外注先及びその他 93,476 17,830 181,939

187,361 98,491 1,005,010
未払法人税等 — 30,715 313,418
未払費用 7,256 7,944 81,061
前受金 35,708 44,281 451,847
その他の流動負債 50,309 55,484 566,165
流動負債合計 400,084 280,665 2,863,929

長期債務 93,605 232,449 2,371,928

退職給付引当金 50,038 48,667 496,602
負債合計 543,727 561,781 5,732,459

純資産の部
株主資本：
資本金
発行可能株式総数—11,220,000株　2008年及び2009年3月31日
発行済株式数—2,805,000株　2008年及び2009年3月31日 142,520 142,520 1,454,286
資本剰余金
資本準備金 139,300 139,300 1,421,429
利益剰余金
利益準備金 2,288 2,288 23,347
プログラム等準備金 667 297 3,031
開発研究用設備特別償却準備金 25 6 61
別途積立金 203,000 209,000 2,132,653
繰越利益剰余金 30,774 59,118 603,245

236,754 270,709 2,762,337
株主資本合計 518,574 552,529 5,638,051

評価・換算差額等：
その他有価証券評価差額金 890 (64) (653)
繰延ヘッジ損益 — 7 71
純資産合計 519,464 552,472 5,637,469
負債・純資産合計： ¥1,063,191 ¥1,114,253 $11,369,929
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損益計算書
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
2007年、2008年及び2009年3月31日に終了した会計年度

参考情報

（百万円） （千ドル）

2007 2008 2009 2009

売上高 ¥856,341 ¥859,756 ¥852,649 $8,700,500

売上原価 651,680 662,630 657,681 6,711,031

売上総利益 204,661 197,126 194,968 1,989,469

販売費及び一般管理費 123,524 117,848 112,152 1,144,408

営業利益 81,137 79,278 82,815 845,051

営業外収益（費用）：

受取利息 310 572 632 6,449

支払利息 (2,998) (2,749) (546) (5,571)

関係会社株式売却益 — — 2,058 21,000

投資有価証券売却益 116 552 — —

受取保険金 940 1,181 481 4,908

匿名組合出資分配益 1,560 1,407 5,385 54,949

投資事業組合運用益 880 347 361 3,684

損害賠償金 — — (1,830) (18,673)

固定資産除却損 (1,474) (909) (804) (8,204)

投資有価証券評価損 (706) (269) — —

関係会社株式評価損 (5,397) (3,755) — —

NTT厚生年金基金代行返上益 — 16,714 — —

リース会計基準の適用に伴う影響額 — (16,155) — —

出向政策の見直し等に係る関連費用 — (40,463) — —

固定資産減損損失 — — (1,968) (20,082)

その他（純額） 105 148 (2,200) (22,450)

(6,664) (43,379) 1,569 16,010

税引前当期純利益 74,473 35,899 84,385 861,071

法人税等：

法人税、住民税及び事業税 27,543 629 31,223 318,602

法人税等調整額 643 13,066 3,779 38,561

28,186 13,695 35,002 357,163

当期純利益 ¥ 46,287 ¥ 22,204 ¥ 49,383 $ 503,908

（円） （ドル）

1株当たり：

当期純利益 ¥ 16,502 ¥ 7,916 ¥ 17,606 $ 179.65

現金配当 5,000 5,000 6,000 61.22

（注）便宜上2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98円で円をドルに換算しております。
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
2007年、2008年及び2009年3月31日に終了した会計年度

参考情報

（百万円）

株主資本 評価・換算差額等

特定情報通信 開発研究用 その他 繰延
プログラム等 機器特別 設備特別 繰越利益 有価証券 ヘッジ 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 損益 合計 合計

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 ¥ — ¥ 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) (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 ¥ — ¥ 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) (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 ¥ — ¥ 890 ¥519,464
2009年3月31日に終了した会計年度の

当期純利益 — — — — — — — — 49,383 49,383 — — — 49,383
現金配当 — — — — — — — — (15,428) (15,428) — — — (15,428)
プログラム等準備金からの振替 — — — — (370) — — — 370 — — — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — — (19) — 19 — — — — —
別途積立金への振替 — — — — — — — 6,000 (6,000) — — — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — — (954) 7 (947) (947)

2009年3月31日現在 2,805,000 ¥142,520 ¥139,300 ¥ 2,288 ¥ 297 ¥ — ¥ 6 ¥209,000 ¥ 59,118 ¥552,529 ¥ (64) ¥ 7 ¥ (57) ¥552,472

（千ドル）

株主資本 評価・換算差額等

特定情報通信 開発研究用 その他 繰延
プログラム等 機器特別 設備特別 繰越利益 有価証券 ヘッジ 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 損益 合計 合計

2008年3月31日現在 $ 1,454,286 $ 1,421,429 $ 23,347 $ 6,806 $ — $ 255 $ 2,071,429 $ 314,020 $ 5,291,572 $ 9,082 $ — $ 9,082 $ 5,300,654
2009年3月31日に終了した会計年度の
当期純利益 — — — — — — — 503,908 503,908 — — — 503,908
現金配当 — — — — — — — (157,429) (157,429) — — — (157,429)
プログラム等準備金からの振替 — — — (3,775) — — — 3,775 — — — — —
開発研究用設備特別償却準備金への振替 — — — — — (194) — 194 — — — — —
別途積立金への振替 — — — — — — 61,224 (61,224) — — — — —
会計年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — (9,735) 71 (9,664) (9,664)

2009年3月31日現在 $ 1,454,286 $ 1,421,429 $ 23,347 $ 3,031 $ — $ 61 $ 2,132,653 $ 603,245 $ 5,638,051 $ (653) $ 71 $ (582) $ 5,637,469

（注）便宜上2009年3月31日時点の為替レートUS1ドル＝98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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（十億円） （%）

上 場
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21,000
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（人）
グループ社員数：約31,700人（2009年3月31日現在）

社員数の推移

単体 連結 海外

ファクトシート（業界データ等）
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フ
ァ
ク
ト
シ
ー
ト
（
業
界
デ
ー
タ
等
）

国内 ITサービス市場推移

セグメント別市場規模予測
（モデレートケース）

（注） ITマネジメントは、狭義の ITアウトソーシング・サービスに該当します。また、ガートナー定義では運用、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しています。
出典：ガートナー『2009年3月版セグメント別ITサービス市場規模予測』森川ちあき、 2009年5月29日、暦年表示。

12,000

4,000

6,000

8,000

10,000

2,000

0

アプリケーション・マネジメント

アプリケーション開発

ハードウェア製品サポート

（十億円） ヘルプデスク・マネジメント

インテグレーション

ソフトウェア製品サポート

情報処理

システム展開

ビジネス・コンサルティング

ビジネス・プロセス・マネジメント

運用

ITコンサルティング

ITマネジメント

（暦年） 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

9,731

10,302
10,659 10,487 10,443 10,526 10,643

西欧エリア

2008 2012

265 271

中東・アフリカエリア

2008 2012

17 22

中・東欧エリア

2008 2012

12 15

日本

2008 2012

103 117

北米エリア

2008 2012

329
396

アジア・太平洋エリア（日本を除く）

2008 2012

52 58

中南米エリア

2008 2012

31 42

出典：ガートナー『2009年3月版セグメント別ITサービス市場規模予測』森川ちあき、2009年5月29日、暦年表示。

世界合計

2008 2012

921
（十億ドル）

世界 ITサービス市場規模

810
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2008年世界のITサービスベンダランキング（売上高順） （百万ドル）

順位 ベンダ 2007 2008 成長率（2007–2008）

1 IBM 54,145 58,891 8.8%

2 Hewlett-Packard 37,866 38,584 1.9%

3 Accenture 20,616 23,732 15.1%

4 Fujitsu 18,646 20,432 9.6%

5 Computer Sciences Corporation（CSC） 16,059 17,112 6.6%

6 Lockheed Martin 11,957 13,077 9.4%

7 Capgemini 11,355 12,746 12.2%

8 Hitachi 9,635 11,111 15.3%

9 NEC 9,288 10,657 14.7%

10 Northrop Grumman 9,820 10,382 5.7%

11 SAIC 9,146 10,070 10.1%

12 NTT DATA 8,167 9,504 16.4%

出典：ガートナー“IT Services Market Metrics Worldwide Market Share: Database”Kathryn Hale 他共著、2009年5月14日、暦年表示。

世界のITサービスベンダランキング

海外拠点の状況

21カ国62都市　4,800人体制を確立（2009年3月31日現在）

● 国内・国外におけるシームレスなサポート
● 世界中のリソースを適材適所で活用
● ベストプラクティス・新しい知見の獲得

欧州圏
・日系グローバル企業対応
・現地企業対応

拠点数：33都市
社員数：2,873 名

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：12 都市
社員数：1,236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
社員数：683 名
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（
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界
デ
ー
タ
等
）

グローバル戦略の推進

カバレッジの拡大（北米の空白地域、南米、オセアニア等）

海外売上高推移
（億円）

1

グローバル連携の推進2

グローバル人財の育成3

2005 2006 2007 2008 2009 2010
（計画）

2013
（目標）
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1,200

1,600

400

0

95
156 183

609

1,000 

3,000

55

ドイツitelligence社の現況

●子会社化の狙い

• 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株式数の約10%を譲渡

グローバルビジネスにおけるシナジー創出

itelligence社の売上高推移

SAPのアジア展開

NTTコミュニケーションズ
データセンタ（マレーシア）

250

50

100

150

200

0
2005

139.1

2006

163.8

2007

190.9

2008

216.0

経営権
取得

（百万ユーロ）

（暦年）

マレーシアのNTTコミュニケーションズ
データセンタを利用し、

SAPのアジア市場に進出



●目的

• BMW社とのITパートナーシップの確立

• 欧州の法人・金融分野における大規模優良企業を中心

とした顧客基盤の獲得

• 大規模SI対応力のある開発リソースの獲得

自動車・金融・保険などのSI・ITコンサル

● Cirquent社の概要

• 社名 Cirquent GmbH（所在地：ドイツ ミュンヘン）

• 設立 1971年

• 株主構成 NTTデータ：72.9%

BMW社：25.1%

自社保有：2.0%

• 従業員数 1,712名（2009年3月31日現在）

• 事業内容 自動車・製造・金融・保険・テレコム業界向け

PLM・CRM・SCM等の開発やコンサルティング

• 売上高 304億円（2009年12月期計画）

各社の強みとシナジー効果

● システム開発
 ノウハウ

● 自動車製造業界の世界的
 企業としてのノウハウ

● 自動車・金融・保険・
 テレコム分野等における
 大規模優良企業を中心と
 した顧客基盤

BMW

情報システム子会社
Cirquent社

リレーション強化

欧州における
顧客基盤獲得
及び
大規模システム
開発案件への
対応力強化

子会社の
企業価値拡大

BMW情報システム子会社の経営権譲受

ITパートナービジネスの海外拡大による
グローバルビジネスの推進

ITパートナー事例（NTTデータMSE）

●目的

• パナソニックグループとのITパートナーシップの確立

• 組込みソフトウェア分野における幅広い実績・ノウハウの獲得

• 幅広い顧客に対する組込みソフトウェアビジネスの拡大

● NTTデータMSEの概要

• 社名 株式会社NTTデータMSE

• 発足 2008年10月1日

• 株主構成 NTTデータ：60.0%

パナソニックモバイル：40.0%

• 従業員数 982名（2009年3月31日現在）

• 事業内容 組込みソフトウェア等コンシューマIT開発

• 売上高 127億円（2010年3月期計画）

製造業のお客様

M = Mobile Solution  
S = System Solution  
E = Embedded Solution

NTTデータMSE

パナソニックモバイル NTTデータ

パナソニックグループと当社とのITパートナーシップ

より幅広い顧客に対する組込み
ソフトウェアビジネスの拡大を目指す

当社との
パートナーシップの中での
ソフトウェア開発における
品質・コスト力強化

パナソニックグループの
事業に貢献

システム開発技術・
ノウハウ、ソリューション
ビジネス実績を通じた
事業拡大の貢献

パナソニックグループ

100
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デ
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主なM&A戦略（ITパートナー等）の実績

（十億円）

M&A子会社（ＩＴパートナー等）の経年推移

250

100

150

200

50

0

56 59

39 41

78 86
97 103

169 175

213 219

連結会社数 4社 10社 12社 15社 20社 21社

売上高連結売上貢献額

連結実績及び見込み

2005 2006 2007 2008 2009 2010
（見込み）

（十億円）

譲 受・ 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 09/3 10/3（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 12.5 11.0
家電 三洋電機 （株）NTTデータ三洋システム 50.0 2003年 1月 16.3 15.3
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 4.9 4.6
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 5.5 5.3
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 9.4 9.3
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 4.4 2.9
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 4.3 3.7
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 12.5 13.8
組込みソフトウェア パナソニックモバイル （株）NTTデータMSE 60.0 2008年10月 7.5（6ヵ月分） 12.7

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 12.0 10.7
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 16.6 16.9
SAP等 SMFG／日本総研 （株）JSOL 50.0 2009年 1月 11.8（3ヵ月分） 36.6
金融（資金証券） － （株）エックスネット 51.0 2009年 3月 － 3.3

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 2.4 2.6
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 3.3 3.3

グローバル

ERP等 － The Revere Group, Limited 74.8 2005年11月 6.8 5.8
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 0.2 0.2
オフショア － Vertex Software Pvt. Ltd. 67.6 2007年12月 1.1 1.0
SAP等 NTTコミュニケーションズ itelligence AG 77.4 2008年 1月 33.0 27.7
欧州現地大企業等 BMW Cirquent GmbH 72.9 2008年10月 9.3（3ヵ月分） 30.4
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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・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NTTデータ・アイ 100 100.0 システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 400 99.9 システム設計・開発・販売

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

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

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・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

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

主要な子会社及び関連会社

2009年3月31日現在において、当社は子会社144社及び関連会社22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
情
報

会社名 資本金 議決権比率 主な事業内容
（百万円） （%）

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

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

エヌ・ティ・ティ・データ・ジェトロニクス株式会社 831 70.0 システム設計・開発

itelligence AG 24,292千ユーロ 77.4 コンサルティング

（77.4） システム設計・開発

株式会社エヌ・ティ・ティ・データCCS※1※2 270 60.0 システム設計・開発

Cirquent GmbH※1※2 11,504千ユーロ 74.4 コンサルティング

（74.4） システム設計・開発

株式会社NTTデータMSE※1※2 200 60.0 システム設計・開発

株式会社JSOL※1※2 5,000 50.0 システム設計・開発

株式会社エックスネット※1※2 783 51.0 システム販売

その他122社

（持分法適用関連会社）

全22社

（注）1. 議決権所有比率の（ ）内は、間接所有比率で内数であります。
2. ※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。
3. ※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 （2009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） 139,173 4.96

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 122,597 4.37

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口4G） 63,903 2.28

JPモルガン証券株式会社 29,964 1.07

資産管理サービス信託銀行株式会社（証券投資信託口） 27,536 0.98

リーマン・ブラザーズ インターナショナル レンディング 19,540 0.70

NTTデータ社員持株会 18,344 0.65

メロンバンクエービーエヌ・アムログローバル カストディエヌブイ 16,221 0.58

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 14,646 0.52

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 126,635名

株価チャート

外国法人等
14.71%

所有株式数
比率

その他の法人
54.86%

金融機関
15.92%

証券会社
2.21%

個人・その他
12.30%

0
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4月
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4月

2008年
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2009年
3月

日経平均株価終値
（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。

株主名（上位10名） 所有株式数（株）
発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合（%）
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連結ベース 23,080

8,550

31,739

9,230

22,608

8,324

21,308

7,980

18,720

7,620

2005 2006 2007 2008 2009

（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

主な海外拠点

NTT DATA INTERNATIONAL L.L.C.
45 West 36th Street, 7th Fl., New York, NY 10018, U.S.A.
Telephone: +1-212-588-8342
Facsimile: +1-708-575-8270

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.
45 West 36th Street, 7th Fl., New York, NY 10018, U.S.A.
Telephone: +1-212-588-5466
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 恩梯梯数据網藍軟件服務有限公司
深 市南山区科技中二路軟件園13棟301
Telephone: +86-755-26982126 
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.
No. 43000, Persiaran APEC 63000 Cyberjaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia
Telephone: +60-3-8318-7009 
Facsimile: +60-3-8318-7010

NTT DATA Vietnam Company Limited
Room 401, V-Tower, 649 Kim Ma Str., Ba Dinh Dist., Hanoi, SR. Vietnam
Telephone: +84-4-3766-8223
Facsimile: +84-4-3766-8224

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: +49-521-9144-80
Facsimile: +49-521-9144-5100

Cirquent GmbH
Zamdorfer StraBe 120, 81677 München, Germany
Telephone: +49-89-9936-0
Facsimile: +49-89-9382-81

（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。

会社のデータ （2009年3月31日現在）

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。

変える力を次々に生み出し、
『変革パートナー』への進化を加速します。

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. 子会社化

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

1998年 ・（株）NTTデータに社名変更

2001年 ・「BS7799」の認証を国内で初取得

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

1988年、「システムインテグレータ」の事業コンセプトでNTTデータが

発足して以来、システムインテグレーションというビジネスモデルは、

システムに対する時代の要請、お客様のニーズを捉え、

成長の源泉となってきました。しかし、システムの重要性が

飛躍的に増し、システム自体が大規模化・複雑化する中、

社会やビジネスにおいてITが果たすべき役割に、

更なる変化が起きつつあります。

それは、『変革のためのツール』としてのIT。

私たちNTTデータは、このお客様の期待に

自らの「変える力」を磨いて、

お応えしようとしています。

N T Tデータは、
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