第46回 株主通信
平成27年3月期第2四半期

平成26年4月1日から平成26年9月30日まで
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特集1 歴史的文献の電子化・長期保存

マークについて
NTTデータの株主通信はWebとの連携を
強化しています。NTTデータのホームページ
へ移動後、

のガイダンスに従って画面を

クリックしてください。

NTTデータ

検索
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バチカン図書館×NTTデータ

5

特集2 日本からベトナムへ
貿易物流システムNACCS／CIS
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こんなところにNTTデータ！
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株主コミュニケーション
石巻BPOセンタで雇用創出100名を達成！

10
証券コード 9613

株主の皆様へ

中期経営計画の目標達成に向け、
まい進してまいります

平成27年3月期
上半期業績の
ポイント

1

売上高は、国内、海外ともにビジネス拡大の取組みにより増収

2

営業利益については、増収に伴う利益貢献に加え、
不採算案件抑止の取組みにより増益
（単位：億円 ※配当金を除く）

受注高
売上高

7,244

当期

6,958

当期

前期

純利益

前期

前期比 –11.5%
–937億円

6,130

前期

営業利益

代表取締役社長

8,181

前期

前期比 +13.5%
+828億円

26

220

当期

前期比 +738.3%
+193億円

–37
前期比 —

71

当期

配当金

前期

30円

当期

30円

+108億円

※ 平成25年10月1日を効力発生日として
1株につき100株の割合で株式分割を行
いました。前期の金額は、同等の株式分割
が行われたと仮定して計算しています。

前期比 ±0

詳細な財務情報（決算短信等をご覧ください）
ホーム ＞ NTTデータについて ＞ 投資家・株主の皆様へ ＞ IRライブラリ
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株主の皆様へ

1

平成27年3月期上半期の業績

のプレゼンスは高まりつつあり、目標達成が視野に入ってまいりました。
さらに、EPS200円に向けては、不採算案件を着実にコントロールし、国内ビジネスの成長を加速

競争激化やコスト削減ニーズが続く事業環境の中で、上半期は増収増益を達成しました。
受注高については、前年同期比減となりましたが、
これは前期に計上した大型の複数年契約案
件の反動減によるものであり、年度当初に想定した通りの結果です。受注残高は引き続き高水準
を維持していますので、事業環境は良好な状況だと捉えています。売上高については、国内は新規

させ、海外ビジネスも黒字化を達成することで利益を拡大させ、目標を達成したいと思っています。

4

株主還元方針と当期の配当金について

顧客や既存案件の拡大等により、単体・グループ会社ともに増収し、海外についても新規M&Aに

財務体質の維持・強化を考慮しながら、安定的に実施

伴う利益貢献に加え、昨年からの課題となっている不採算案件の抑止により、前年同期に比べ大

していく方針です。中間配当金は予定通り30円と致

幅増益となりました。

しますが、今後も業績の向上に取り組み、株主の皆様

当期の通期業績見通しについて

営業利益についても、不採算案件による損失をその他の堅調な国内ビジネスでカバーすること
により、通期業績見通しを達成できると考えております。

財務体質の
維持・強化

への還元に努めます。

当期の通期業績見通し
受注高

14,002

前期

売上高1.5兆円超に向けては、
まず、国内ビジネスについては、
「リマーケティング」
「戦略的R&D」

営業利益

ホーム ＞ NTTデータについて ＞ 投資家・株主の皆様へ ＞ IRライブラリ

14,600
前期比

625

前期

+8.6 ％
+1,162 億円

当期予想
上半期実績（参考）

前期

純利益

850

の事業拡大およびシナジー発揮、
また、国内の実績をベースに海外へ展開することにより、当社

中期経営計画の具体的な施策（決算説明会資料等をご覧ください）

13,437

‒5.7％
‒802億円

現在は中期経営計画（平成25年3月期から平成28年3月期）
の3年目に当たり、目標である

から増収基調に転換できると考えています。合わせて、海外ビジネスについては、世界各エリアで

売上高

13,200

中期経営計画の最終年度に向けて

といった中期経営計画の取組みを進めてまいりましたが、
その成果は確実に出てきており、今年度

（単位：億円）

前期比

「Global Top 5
（売上高1.5兆円超）
「
」EPS200円」
達成に向け、足固めをする年です。

3

株主様への
還元
（配当）

さらなる
成長に
向けての
投資

事業環境も良好なため、受注高、売上高については、通期業績見通しを十分達成できるペースで
進捗しています。

3

キャッシュインカムの使途

の事業投資機会や有利子負債の状況を踏まえつつ、

よる貢献の他、各地域のビジネス拡大により増収となりました。
また、営業利益については、増収に

2

株主様への還元に関しては、
さらなる成長に向けて

前期比

+35.8％
+224億円
当期予想
上半期実績（参考）

当期予想
上半期実績（参考）

370
232

前期

前期比

+58.9％
+137億円
当期予想
上半期実績（参考）
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バチカン図書館について

NTTデータには、日本で進化した実績のあるソリューションを他国に展開した事例が

バ

数多くあります。NTTデータのソリューションは、柔軟性と拡張性に優れ、国・地域に

チカン図書館は、1448年にローマ教皇ニコラウス5世に
より設立されました。2世紀から現在にいたる歴史的価値

のある文献を世界中から収集し、
その蔵書数は110万を超えると

よらない普遍的な強みがあるためです。そうした事例の中から今回は、バチカン図書

言われています。また、
その中には一点ものの手書き文献が約8

館におけるデジタルアーカイブ事業とベトナムにおける貿易物流システム
（→P7）
の

万冊あり、当時の歴史、法律、哲学、科学などを記した研究価値
の高い文献が多く含まれます。

事例をご紹介します。これらの事業は、海外でのNTT DATAブランドの認知度向上

バチカン図書館デジタルライブラリ

に大きく寄与しており、今後のグローバルビジネスの成長への貢献が見込まれます。

特

集

1

今

歴史的文献の電子化・長期保存

バチカン図書館

年3月NTTデータは、世界最古の図書館のひ

というのも、羊皮紙やパピルスに書かれたもの、金銀

とつ、バチカン図書館とデジタルアーカイブ事

によって装飾されたものを含むこれら貴重な文献は、

業に関する初期契約を交わしました。
日本の国立国会図書館での実績や、
そのノウハウを

す。文献のデジタルアーカイブ化は、情報の長期保存

もとに創出された当社のデジタルアーカイブ技術
（ソ

を可能にするとともに、Web上に広く公開することで、

リューション名：AMLAD ®）
をもとに、バチカン図書館

学術的・文化的な利用価値を高めることができます。本

に所蔵されている膨大な量の手書き文献をデジタル化

事業を通じて私たちは、人類の歴史的遺産の継承に大

し、管理・保存します
（初期契約では、約8万冊の手書き

きく貢献できるものと考えています。

文献のうち、約3千冊に着手）
。
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時間の経過による劣化を避けることができないためで

http://digital.vatlib.it/en/collection

NTTデータ
デジタルアーカイブソリューションAMLAD®

AMLAD ®とは、当社が日本の国立国会図書館などで培った
ノウハウをもとにした、MLA*機関向けのデジタルアーカイブ
ソリューションです。このソリューションにより、MLA機関は、
独自にシステムを構築することなく、高機能なサービスの提供が
可能になります。
* 美術館
（Museum）
、図書館
（Library）
、公文書館
（Archives）
などの資料保存機関
の略称を意味します。

AMLAD®のパンフレットをご覧になれます。
amlad.jp

検索

ソリューションの主な特徴
1. 利用者は、
連携する複数のMLA*機関の登
録資料を同時に検索することができます。

スマートフォン、
タブレット
2. 利用者は、PC、
端末など、どのデバイスからも情報にア

クセスできます。
3. テキスト、画像、動画、音声など様々な
コンテンツを扱うことができます。

4. キーワードを予測するなど高機能な検索
が可能です。
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システムの導入にあたっては、商慣習の違い、現地

最大級の評価をいただいています。

への技術移管
（NTTデータベトナムをはじめとする現

NTTデータは、今後も日本と東南アジア諸国の貿

地ベンダーの教育）
など、多くの乗り越えるべき壁があ

易を活性化させるため、国内のNACCS／CISを進化

りましたが、約2年間の開発期間を経て、VNACCS／

させるとともに、日本政府の方針の下、より多くの国

VCISは無事サービス開始を迎えることができました。

に展開していきたいと考えています。

システムは安定稼働しており、ベトナム税関様より

特

集

2

日本からベトナムへ、

貿易物流システムNACCS/CIS

N

NACCS／CISのシステム概要
ACCSは、通関業者の輸出入申告に対

データベースシステムであるCISに蓄積され、
それら

し、あらかじめシステム内に設定された情

を通関審査に活用することが可能です。

報に従って自動審査処理を行うなど、貿易物流に

このようにNACCSとCISのサイクルを繰り返し

おける様々なサポート機能を提供することで、関係

回すことで、効率的かつ効果的なリスクマネジメン

者の負担を大幅に軽減します。

トを実現しています。

また、
NACCSで処理された輸出入申告の実績は、

国

内の実績のあるソリューションを海外に展開

また、ベトナム政府のNACCS／CISの導入検討に

した事例として、今度は貿易物流システム

あたり、
システムの信頼性およびレスポンスの速さが

NACCS／CISについてご紹介します。
昭和53年、成田空港の開港とともに稼働を開始
したNACCS（ CISは平成3年より稼働）
は、36年の

大きく評価されました。輸出入申告の自動審査機能を
備えているNACCSは、1秒以内のスピードで審査を
終えることができるのです。

•海上貨物
•航空貨物
•陸上貨物
輸出入申告

通関業者
許可情報

長きにわたり、日本の貿易を支え続けてきました。
現在では、輸出入申告の98%以上を処理するまで

入出港届の
申告処理

輸出入申告の
処理・自動審査・
納税

税関管理
エリア内の
貨物情報管理

NACCS
CIS

に至ります。
そしてN A C C S ／ C I Sは今 年 4 月、国 境を越え、

税関職員

VNACCS／VCISとしてベトナムで運用が開始されま
した。アジア諸国とシームレスな物流の実現を目指す

輸出入に対する審査、
過去の通関実績の分析

通関実績、
輸出入者情報
などの蓄積

日本政府の方針と、貿易手続きの効率化を目指して
いたベトナム政府の政策目標が合致したためです。
7

NTTデータベトナムのスタッフ

※通関業者、税関職員の他にも、船会社、航空会社、輸出入者、
コンテナヤードなど、多くの関係者がNACCSを利用しています。
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こんなところに
NTTデータ！

NTTデータグループのサービスは
世界の交通インフラにも使われています

東南アジアの上空にも！
飛行経路設計システムPANADES は、
飛行機の性能、
®

空港周辺の地形や天候に応じ、安全で効率的な飛行経
路を設計するためのシステムです。NTTデータが1970
年代から航空管制の分野で培ってきたノウハウを結集
させたもので、現在、経済発展の目覚ましい東南アジ
ア諸国において相次いで導入が決まっています。NTT

アジア上空のこんなところにも！
「アジアの空をもっと
近く、面白くする」
など
航 空 事 業を展 開する
Peach Aviation様と、
海外のお客様が自国

インドネシア、
ミャンマーの5カ国へと広がります。

の通貨で決済できるシステムを構築しました。

お客様事例

ホーム ＞ お客様事例 ＞ 導入事例 ＞
飛行経路設計システム
「PANADES®」

2012

ホーム ＞ お客様事例 ＞ お客様の声 ＞
Peach Aviation株式会社様

オーストリアの充電ステーションにも！
電気自動車市場が拡大するオーストリアにおいて、NTTデータは将来を見据え、

石巻BPOセンタで
雇用創出100名を達成！
平成24年4月、NTTデータグループは、東日本大震災被災地域の復興支援策とし
て、宮城県石巻市に石巻BPOセンタを設立しました。
当センタは、
グループの事務処理業務および企業向けのコールセンタ業務などを行
い、地域の雇用創出に努めることを目的としています。被災地域では、震災からの時
間経過にともなって、安定的な雇用創出が強く求められるためです。

のキャッチフレーズで

データの空の交通インフラは、タイ、ベトナム、ラオス、

事例紹介

株主
コミュニケーション

2014

開設当初、石巻BPOセンタの従業員は10数名でした。

このたび、グループ外の企業に向けたBCP
（事業継続計画）
に関するコールセンタ
業務を実施するにあたり、石巻市および周辺地域で約40人規模の採用活動を実施
しました。その結果、平成26年8月に設立当初目標として掲げていた
「開設から
2、3年以内に石巻にて100名規模の雇用創出」
を達成することができました。
（9月末
時点：NTTデータ・スマートソーシング118名、NTTデータ東北7名、合計125名）
石巻BPOセンタでは、今後もサービスメニューの拡充を図り、業務拡大に努めるとと
もに、継続的に地域の雇用創出を推進していきます。

充電ステーション向けの管理基盤
（OCC）
を開発しました。ステーションの管理を
容易にするため、
また、
ドライバー、電力会社、
ステーションのオーナーが快適に利
用できるように、画期的なソフトウェアとモバイルアプリケーションを結合させま
した。このOCCの登場により、将来はATMで現金を引き出すような感覚で簡単
にステーションを利用することが可能になります。
事例紹介
ホーム ＞ お客様事例 ＞ 導入事例 ＞ 充電管理システム
「OCC」
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スタッフの皆さん
（石巻ＢＰＯ第2センタ）

オペレーティングルーム
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会社概要
商号

株主メモ
事業年度

4月1日から翌年3月31日まで

定時株主総会

6月

東京都江東区豊洲三丁目3番3号

基準日

定時株主総会・期末配当
中間配当

電話:（03）5546-8119（IR・ファイナンス室）

株主名簿管理人および
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
特別口座の口座管理機関 三井住友信託銀行株式会社

URL:http://www.nttdata.com/jp/ja/

株主名簿管理人
事務取扱場所

東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
三井住友信託銀行株式会社 証券代行部

上場取引所

東京証券取引所市場第一部

公告方法

 子公告
電
（当社ホームページ
URL:http://www.nttdata.com/jp/ja/）
事故その他やむを得ない事由によって
た
 だし、
電子公告による公告をすることができない
場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

証券コード

9613

株式会社エヌ・ティ・ティ・データ
〒135-6033

豊洲センタービル

ホームページでは、最新の会社情報を随時更新

しています。
本社

3月31日
9月30日

お知らせ

● 口座振替
（特別口座から証券会社に開設した振替口座に株式を振替える
こと）
のお手続きについては、以下の三井住友信託銀行のフリーダイヤル
までお問い合わせください。
お問い合わせ先：
三井住友信託銀行株式会社

証券代行部

設立年月日

1988年（昭和63年）5月23日

資本金

142,520百万円（平成26年9月30日現在）

株式に関するお届出およびご照会について

単独：11,279名

およびご照会は、口座のある証券会社宛にお願いいたします。

従業員数

連結：76,687名（平成26年9月30日現在）

電話：

0120-782-031（平日９:00～17:00）

証券会社に口座を開設されている株主様のご住所変更などのお届出
特別口座の株式についてのご照会およびご住所変更などのお届出は、
上記のフリーダイヤルまでお願いいたします。

詳細な株式情報
ホーム ＞ NTTデータについて ＞
投資家・株主の皆様へ ＞ 株式情報
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