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代表取締役社長の岩本でございます。
本日は、お忙しいところご出席いただき、ありがとうございます。

それでは早速、2017年３月期決算についてご説明いたします。
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（説明省略)



（説明省略)
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2017年3月期の実績をご説明します。
受注高、売上高、利益の各項目で前期比プラスとなり、非常に順調な決算となり
ました。

2017年3月期の実績ですが、NTTデータEMEAの連結期間が決算期統一により
15カ月となっていること、加えて、買収した旧Dell Servicesの実績値が3カ月分含ま
れていることが前提となっています。また、円高為替によるマイナス影響が、受注
高に660億円程度、売上高に600億円程度ありましたが、受注高、売上高ともに前
期比1,000億円以上のプラスとなりました。
来期2019年3月期からIFRSに移行することもあり、今期から「のれん償却前の営
業利益」についても開示しています。

2018年3月期の年間配当金については、70円を予想していましたが、決算が好
調であったことを鑑み、5円増配の75円としました。
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受注高については、公共・社会基盤で前期比マイナスとなりましたが、この理由
は前期に獲得した大型受注の反動減であり、受注環境が悪い訳ではありません。
グローバルでは前期比1,374億円増加していますが、旧Dell Servicesの連結によ
り3カ月分の実績が追加となったことや、オーストラリア・スペインにおける複数年
にわたる大型案件の獲得が押し上げ要因となりました。
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売上高については、金融にて前期比の反動減が発生し、若干マイナスになりま
したが、それ以外のセグメントは順調に増加しています。
グローバルは先ほど申し上げた旧Dell Servicesの連結開始とNTTデータEMEA
の決算期統一による連結月数の増等により大きく増加しました。
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営業利益についてご説明します。のれん償却後の営業利益は、1,050億円の期
初予想に対し、実績は1,171億円となりました。のれん償却前の営業利益について
も、全てのセグメントで前期比プラスとなりました。公共・社会基盤および金融にお
いて、不採算案件の削減が大幅な増益に寄与しました。

不採算額は、期初時点の予想では80億円程度を織り込んでおり、2Q決算時に
は60億円程度を見込んでいました。実績は74億円となり、期初時点の予想である
80億円を下回り、一定のコントロールができました。

グローバルについては、一過性の費用増要因があったものの、結果としてプラス
となりました。
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グローバルでは、売上高・受注高ともに大変好調で、6,000億円を超える実績とな
りました。
今決算より、EBITAについても開示しています。2017年3月期の売上高EBITA比
率はマイナスとなりましたが、これは旧Dell Services買収に係るアドバイザリー費
用40億円強など、一過性の費用増要因が複数重なったためであり、実態としては
前期比でプラスになったと考えています。セグメント利益は大幅にマイナスになり
ましたが、旧Dell Services買収に係る関係会社再編損や、2Q決算でもご説明した
通り、3年半前に買収したスペインeverisに係る買収関連費用等、一時的コストが
発生したことが主な要因です。



（説明省略)
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2018年3月期の業績見通しについて、受注高は1兆9,400億円、売上高は2兆円
超を予想しています。
旧Dell Servicesの連結期間が12カ月分となり、更にIFRSに向けた決算期統一の
対応で2カ月分が追加され、合計14カ月分の連結影響を織り込んでいます。また、
everisも決算期統一を行うため、15カ月分が連結される予定です。決算期統一影
響を両方合わせると売上高では約900億円の増加要因となるため、実態としては
まだ2兆円を超えていないものと認識しています。のれん償却後の営業利益は、
2017年3月期実績は1,171億円、2018年3月期は1,200億円を予想しています。配当
は、2017年3月期に5円増配をしており、2018年3月期も75円を予想しています。
当期純利益が前期比マイナスなのは、旧Dell Servicesの再編・統合において、1
年半程度を擁して進めているITシステム整備に係る費用として、150億円程度を特
別損失に織り込んでいるためです。
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受注高は、金融以外は順調に増加しています。金融は約1,900億円マイナスです
が、これは2017年3月期に協同組織金融機関等において大型の受注を獲得した
反動減の影響です。

2018年3月期の受注高は前期比大きく減少を予想していますが、2017年3月期に
受注した案件は複数年に亘り売上が計上されるため、売上高には大きなマイナス
影響はないと認識しています。グローバルについては、旧Dell Servicesの連結通
年化および決算期統一等の影響などで増加しています。
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売上高については、公共・社会基盤において減収を予想しています。これは前期
の反動減の影響であり、入札案件については確実に受注できているため、大きな
問題ではないと考えています。
グローバルは、受注同様、旧Dell Serviceの連結通年化および決算期統一等の
影響により大きく増収を予想しています。
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のれん償却前の営業利益は、全てのセグメントでプラスを予想しています。基本
的には増収により増益になる見込みです。公共・社会基盤は減収を予想していま
すが、不採算案件の更なる抑制により増益となる見込みです。

「その他」という項目についてもご説明します。IT業界は技術の進歩が目覚まし
く、当社もできる限り新しい投資をしたいと考えています。「その他」には主にR&D
費用等として70億円程度の新規投資を織り込んでいます。
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（説明省略)
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法人・ソリューションのセグメント利益は、前期比マイナス148億円を予想していま
す。2017年3月期に発生した150億円程度の有価証券売却益の反動減であり、実
際のビジネスでマイナス要因がある訳ではありません。
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グローバルについては、旧Dell Servicesの連結通年化、everis等の決算期統一
の影響等で、9,000億円を超える売上高を見込んでいます。売上高EBITA比率も
6％台は確保できており、2019年3月期のIFRS導入後は、のれんの償却がなくなる
ため営業利益でも一定の水準に達すると考えています。
セグメント利益については、先ほど申し上げたように、旧Dell ServicesのIT関係
の統合・再編費用を織り込んでいます。



北米拠点の売上高が5,000億円を超え、金融と同等程度の規模となったため今
回から詳細を開示しています。売上高EBITA比率は7％程度の予想です。
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2017年6月30日を基準日として、当社株式1株を5株に分割します。現在、当社株
価は5,000円を超えており、売買単位である100株単位では50万円程度ですが、分
割後は10万円程度になり、個人投資家の方にも保有いただきやすくなるものと考
えています。
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今回から、中長期の財務トレンドについてもご提示します。
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10年間の売上高と期末の受注残高の推移を掲載しています。2016年3月期までは、
受注残高と売上高が同水準ですが、2017年3月期は旧Dell Services買収の影響で受
注残高が7,000億円程度増加し、2兆4,000億円を超えています。2018年3月期の受注
残高は、2兆3,720億円となっています。
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EBITDAの推移も今回から掲載しています。ご覧の通りEBITDAは順調に推移を
しており、2018年3月期の予想では3,000億円を超えています。
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海外のM&Aに関するご質問もよくお受けするため、過去5年間のROIの推移を掲
載しています。

2017年3月期の「一時的なコスト」についてご説明します。2Qの決算発表時にもご
説明した通り、3年半前にeverisを買収した際の買収関連費用として、2017年3月期
に一時的な費用が発生していました。その費用を除いたROIを「一時的なコスト除
き」としてご提示しており、その数値が10％程度であるため、海外の投資についても
一定の成果を出していると考えています。
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中期経営計画の進捗状況についてご説明します。中期経営計画は2017年3月期
に開始し、現在2年目、来年度が最終年度です。2018年3月期の売上高は2兆円を
超える予想ですが、これは決算期の統一影響等、一時的な要因があるため、実力
的には、まだ2兆円を超えるレベルには達してはいないと認識しています。来年度
2019年3月期には、本来の実力ベースでも2兆円を超えるレベルまで伸ばしたいと
考えています。
海外の売上高は9,080億円、海外売上高比率は44％程度に達すると考えている
ため、中期経営計画の目標には大きく近づくと思います。
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旧Dell Servicesのクロージングは、2Qの決算発表を行った2016年11月4日時点
で98％程度完了しており、2017年3月末で全てのクロージングが終了したとご説明
しておりました。結果的に51カ国・地域、210都市まで拠点が拡大し、従業員数は
11万人を超えました。関連会社を含め国内の従業員数は約3万5,000人程度、海
外の従業員数は8万人近くに達しています。
中期経営計画では、ローカルプレゼンスの向上を目指しています。ガートナーの
レポートによると、当社は昨年アメリカ、ドイツ、イタリア、中国等8カ国においてプ
レゼンスが向上しました。
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中期経営計画の施策は、リマーケティングの更なる深化と技術革新による価値
創造の二つです。リマーケティングは、既存の市場のさらなる拡大と、新規市場の
創出加速を目指しています。
既存市場の拡大の成果としては、日本で地銀共同システムに新しいお客様が加
入しました。スペインでも、大手銀行において、10年程度を超える長期のアウト
ソーシング契約を受注しました。
新規市場は、ヘルスケア分野で拡大しています。旧Dell Servicesの売上高約

3,000億円のうち、約半分の1,500億円程度は病院や医療・保険系であり、ヘルス
ケア分野は当社の強みの一つとなりました。IoT（Internet of Things）ではNTTとも
連携し、ファナック様やトヨタ自動車様と、PoC（Proof Of Concept）も含め様々な連
携をしています。2017年3月末にも報道発表をした通り、三菱重工業様の情報子
会社に50％以上出資をしたことも、新規市場創出の成果の1つとしてあげられま
す。
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続いて、技術革新による価値創造についてご説明します。
日本ではTERASOLUNAを始め、色々な開発方法論やツールを使用しています
が、北米やeverisにおいても自ら創出した方法論やツール類があります。それらを
3年程かけて統一し、NTTデータグループのスタンダードメソドロジーを作り上げ、
昨年完成しました。その結果、世界中のエンジニアが、言葉の定義や品質レベ
ル、作業内容等も同じ前提で意識統一ができました。成功体験やツール類も共有
できる仕組みを構築しました。
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更にその中に、開発環境をクラウドに移行する、統合開発クラウドを構築しまし
た。従来の基幹系のシステムであるメインフレームは既にオープン化が進んでい
ますが、これらに関する開発もあれば、アジャイル開発等もあります。どのような開
発にも対応できる、さまざまな開発環境を統合開発クラウド上に移行することで、
各プロジェクトにおける初期セットアップが不要となり、速やかに開発に取り組むこ
とができるようになりました。
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これだけ激しい技術革新の中では、当社だけで新しい取り組みを行うのには限
界があると考えています。世界中の多くの英知を集めるため、イノベーションハブ
として海外の大学や研究機関等と連携をしています。例えば、中国の科学院、イン
ドネシアのバンドン工科大学、アメリカのMITのラボ等、研究機関との連携も含め
た取り組みを進めています。

33



最後に、オープンイノベーションビジネスコンテストについてご説明します。去年
は21カ国から204件の応募があり、9カ国10都市でビジネスコンテストを実施しまし
た。2017年3月に各都市のチャンピオンを豊洲に集め、グランドファイナリストとし
てコンテストを行い、その結果スペインのバルセロナにあるソーシャルコイン社が
グランドチャンピオンとして最優秀賞を獲得しました。こちらの会社は、社会課題の
解決に資する提案をした方に対し、ブロックチェーンを活用したコインのようなもの
を付与することにより、社会課題の解決を進めていくという企業です。
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ここまで、中期経営計画に関する取り組みについてご説明しました。
当社は、10数年前にグローバル事業への取り組みを始め、Global 1st Stage、
Global 2nd Stageと進めてきました。Global 2nd Stageは、売上高2兆円超、日本と
日本以外のマーケットの売上高がほぼ50：50になる程度までブランドプレゼンスを
高めることを目指し、達成時期は2020年頃を見込んでいました。しかし、2017年3
月期の2Q決算で申し上げたとおり、旧Dell Services買収の影響で、2019年3月期
中にGlobal 2nd Stageの達成が視野に入っています。そのため、今から8年後の
2025年前後をターゲットにしたGlobal 3rd Stageについてご説明します。

Global 3rd Stageは、ビジネスコミットメントではありません。当社が進む方向を示
したビジョンだとご理解ください。8年後、10年後に世の中やプレーヤーがどう変
わっているかは予測ができない時代ですが、その中で当社が目指す方向を示す
のが、Global 3rd Stageです。キーワードは”Trusted”です。
先日、色々なお客様のヒアリングやインタビューで、どのようなITサービス企業が
生き残っていくか尋ねました。現在では、お客様自らがビジネスモデルをどんどん
変えていかなければなりませんが、そのときにITは不可欠です。今ではIoTやAI
（Artificial Intelligence）等があり、8年後には全く違うキーワードが出ていると思い
ますが、そのような新しい技術やトレンドを追従しながら、お客様企業のビジネスを
どう変えるか、パートナーとして一緒に考えてくれる企業が欲しいということでした。
まさにTrusted Global Innovatorです。私たちはそのような企業を目指そうと考えて
います。
地域別の事業ポートフォリオは、日本・APAC、北米、EMEA&ラテンアメリカの３
拠点においてほぼ同等となり、マルチナショナルカンパニーに対してのITサービス
を提供したいと考えています。 Global Top 5の企業、ファーストレイヤーのITサー
ビス企業として世界中のお客様から認知される企業になりたいと考えています。
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目指すのはITサービスのトップレイヤーの企業と認知されることですが、そのた
めの強みで一番重要なのがLong-Term Relationshipです。これがTrustedにつな
がります。収益性は重要な要素ではありますが、Long-Term Relationshipを構築
し、日本企業でなければなし得ないような価値を追求することが重要だと思いま
す。

2つ目の当社の強みはApplied Innovation。先ほどご説明したベンチャー企業と
の協業を含め、様々な新しい技術を世界中から発掘します。5年前に開始したNTT 
DATA Technology Foresightという取り組みも重要です。お客様企業がビジネスモ
デルを変えるときに必要となる新しい技術、Applied Innovationを確実に提供できる
企業でありたいと考えています。

3つ目は、R&D Excellence。先ほどご説明した生産技術の革新の追求に加え、
NTTグループが持つ、世界に冠たる巨大なR&D部隊の成果を活用できるという強
みを生かしていきたいと考えています。
日本・APAC、北米、EMEA&ラテンアメリカの３拠点においてほぼ同程度の売上
を目指していますが、当社は日本企業のため、日本・APACが主軸にはなると思い
ます。年間売上高が50億円もしくは50ミリオンドル以上のお客様の数は、現在60
社程度ですが100社超までは伸ばし、また主要国で最低でも売上高トップ10に入り
たいと考えています。トップ10に入るとその国でのシェアは2％以上になります。
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マネジメント体制、ガバナンス体制についてご説明します。現在はコーポレートと
分野があり、分野のうち3つは日本市場です。グローバルの規模がそれほど大きく
ないときは、日本マーケットに対してのコーポレート機能が強かったのですが、今
では海外の売上高比率が44％程度に増加しているため、コーポレートにもグロー
バル横断機能が必要となります。
リージョンを3つに分け、それぞれがヘッドクオーターのような役割を果たしなが
ら、配下のグループ会社をコントロールしていきます。

以上で私のプレゼンテーションは終わりです。ありがとうございました。
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