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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。
2018年3月期 第2四半期決算について、私からご説明します。
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全社連結実績をご説明します。

ヘッドメッセージに記載しています通り、大変好調な国内事業が牽引し、年間業績
予想に対して順調に進捗しています。

また、昨年11月に旧Dell Services部門の譲り受け完了を発表しましたが、その
PMI（Post Merger Integration）やシステム統合につきましても、順調に進捗していま
す。

基本的に、業績は対前期比で右肩上がりであり順調です。受注高については、前
期における大型案件の反動減があり、対前期比ではマイナスとなっていますが、非
常に好調です。

なお、2019年3月期よりIFRSへ移行することもあり、決算期を今年度中に統一する
必要があるため、2018年3月期においては、旧Dell Services部門は2カ月プラスして
14カ月分の連結、スペインのeveris Groupは、3カ月プラスして15カ月分の連結と
なっています。

特に、受注高や売上高については、当該影響を踏まえた上でご覧ください。
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2017年7月の組織整備に伴い、当第2四半期より、開示セグメントを変更していま
す。

国内の公共・社会基盤分野、金融分野、法人・ソリューション分野については変更
ありませんが、これまで1セグメントとして開示していたグローバル分野を、新セグメ
ントでは「北米分野」、「EMEA・中南米分野」に細分化しています。

また、従来のグローバル分野に含まれていた中国・APACの業績につきましては、
「その他」セグメントに含めています。
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受注高については、金融分野において、前期に複数の大型案件受注が重なった
こともあり対前期比で大幅にマイナスとなっていますが、これは想定通りの動きで
す。

公共・社会基盤分野においては、中央府省向けの大型案件は多くが入札案件で
すが、当社として受注したい案件については確実に受注出来てきていますので、対
前期比でプラスとなっています。

法人・ソリューション分野においては、新しいデジタル関連ビジネスやSAPビジネ
スの拡大等により、対前期比でプラスとなっています。

北米分野とEMEA・中南米分野は、先ほどお話しした決算期統一に伴う連結月数
の増により、対前期比で大幅にプラスとなっています。北米分野は、前期における
オーストラリアでの大型案件の受注がありましたが、その反動減があった中で、対
前期比で大幅にプラスとなっているとご理解ください。

なお、受注高については、為替影響により、約160億円のプラスがある点を考慮し
ていただく必要があります。

（海外事業の増減要因については、P43も併せて参照）
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売上高については、公共・社会基盤分野において、前期にユーティリティ業界向
けサービスの反動減等があり、対前期比で若干マイナスとなっていますが、非常に
堅調です。

金融分野は銀行向けビジネスが、法人・ソリューション分野は先ほど申し上げた
デジタル関連のビジネスに加え製造業向けビジネス等が拡大していますので、対
前期比でプラスとなっています。

北米分野は、旧Dell Services部門の譲り受けによる事業拡大及び決算期統一に
伴う連結月数の増により、対前期比で大幅に増えています。

また、EMEA・中南米分野も同様の事象がありますが、スペインやドイツにおいて
もビジネスが拡大しており、売上高が増えています。

なお、売上高については、為替影響により、約120億円のプラスがある点を考慮し
ていただく必要があります。

（海外事業の増減要因については、P44も併せて参照）



10

のれん償却前の営業利益については、公共・社会基盤分野は減収に加え、大型
案件受注のための販管費の増等もあり、対前期比で若干のマイナスとなっていま
す。

金融分野、法人・ソリューション分野は、非常に堅調に増益をしています。また、
金融分野の増益は、減価償却方法を定率法から定額法に変更したことに伴う費用
の減もひとつの要因となっています。

北米分野は、旧Dell Services部門の譲り受けによる事業拡大及び決算期統一に
伴う連結月数の増が主たる増要因となり、対前期比でプラスとなっています。

なお、EMEA・中南米分野は、一部グループ会社の決算期の統一に伴う連結月数
の増というプラス要因があるものの、PPA償却費が対前期比で増加したこともあり、
一時的な利益率の低下等により対前期比で若干マイナスとなっています。

（海外事業の増減要因については、P46も併せて参照）
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公共・社会基盤分野、金融分野については、これまでのスライドでご説明してい
ますので割愛します。
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法人・ソリューション分野については、全体的に対前期比で右肩上がりと非常に
堅調ですが、セグメント利益が対前期比で約100億円のマイナスとなっています。

これは前期において、有価証券売却益が約150億円発生していたことによるもの
ですが、それでも対前期比で約100億円のマイナスに留まっているのは、営業利益
のプラス要因があったためとご理解ください。
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北米分野は、受注高、売上高については、先ほどご説明差し上げた通りですが、
旧Dell Services部門に関して、今年度に約150億円の費用をかけてシステムを統合
するとご説明してきました。

約1年前に譲り受けがほぼ完了してから、システム統合の進捗も折り返し地点に
差しかかっておりますが、非常に順調に進捗しています。

一部で予定より進んでいるものや完全に移行が完了したものも出てきています。

来年度の第1四半期頃までに大規模な財務システムの移行が完了すれば、小さ
いものも含めて、来年度の第2四半期頃までには統合が完了する予定です。

システム統合のための費用全体としては約250百万USドルを見込んでいますが、
予定通り消化しているため、コストの発生状況を踏まえても順調に進捗していると
みています。

以前もご説明した通り、旧Dell Services部門は約700の様々な社内システムがあ
り、人事、購買、財務等々の大規模なシステム統合が順調に進んでいます。
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EMEA・中南米分野は、セグメント利益が対前期比で126億円の大幅なプラスと
なっています。

これはeveris Groupの買収に関わる費用が前期において発生した影響で、対前
期比で大幅なプラスとなっています。



新セグメントである北米分野、EMEA・中南米分野における通期業績予想をご説
明します。
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北米分野については、旧Dell Services部門の譲り受けによる事業拡大及び決算
期統一に伴う連結月数の増等により、対前期比で大幅なプラスとなっています。

システム統合は先ほどご説明した通り順調に進捗しており、必要な従業員の継続
雇用やお客様とのリレーション構築についても順調に推移しています。

また、旧Dell Services部門が当社グループへ移って以降も、大規模な更改案件
を既に完了させる等、PMI（Post Merger Integration）は順調に進んでいます。
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EMEA・中南米分野には、NTT DATA EMEA、SAPを主たるビジネスとする
itelligence、everis Group等が含まれます。

特にeveris Groupは中南米にも拠点を持っていますが、順調な受注高に裏付け
をされた売上高、営業利益を期待しているため、通期では対前期比で右肩上がり
の業績予想としています。
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これまでご説明差し上げた通り、上半期は大変順調ですが、2018年3月期の全社
の業績予想については、当初予想である、売上高2兆600億円、営業利益1,200億
円で据え置いています。

旧Dell Services部門ののれんとPPAの金額については、これまでは概算金額で
ご説明しておりましたが、当第２四半期において金額が確定しました。

その結果、PPA償却費が約20億円のマイナス、のれん償却費が約20億円プラス
となり、差し引きゼロとなりますので、最終的な業績予想値に変更はございません。



来年度が中期経営計画の最終年度となりますが、達成の度合いについてご説
明します。
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中期経営計画の目標値は、連結売上高が2兆円超、調整後連結営業利益額が、
2015年度対比で50％増としています。

具体的には、2015年度の営業利益額は約1,000億円であり、これを中期経営計画
期間中に約500億円増加させ、約1,500億円とすることが目標となります。

なお、技術革新の速い事業環境のなかで将来に向けた競争力を確保するため、
PoC（Proof of Concept）等の研究開発投資について、2015年度対比で約100億円
の増を見込んでおり、その調整を考慮して50％増としています。
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連結売上高2兆円超は今年度に達成するのではないかというお話も出ています
が、今年度は決算期統一に伴う連結月数の増により一時的に約800億円押し上げ
られていますし、為替影響でも約100億円押し上げられています。

従って、今年度は、実力値としては約1兆9,700億円となり、2兆円超は達成しない
という認識ですが、来年度には実力値でも2兆円超を達成するという目標を掲げて
います。
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中期経営計画の中で、お客様とのLong-term relationshipの構築により、安定した
経営基盤を確立していくことを1つの大きな目標としています。

スライド上の36社、50社、62社という数字は、年間売上高が日本円で50億円以上、
USドルで50百万USドル以上のお客様数であり、こういった取引金額の大きいお客
様をこれからも増やしていきます。

2025年頃をターゲットとしているGlobal 3rd Stageでは、この数を約100社にすると
いう長期の目標を掲げていて、順調に進捗しています。

受注残高については、旧Dell Services部門の譲り受けもあり、2016年度で約2兆
4,000億円となっています。

受注残高は、今後複数年にわたり売上高が計上されることを示す先行指標であ
り、経営の安定性を示しています。
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以上の点を踏まえ、リマーケティングの更なる深化について、いくつかの事例をご
紹介します。

三菱重工業株式会社様の情報子会社に、当社が51％出資し、株式会社NTTデー
タMHIシステムズが2017年10月1日に発足しています。
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また、前期において、スペインを代表する大手銀行であるBanco Sabadell様の12
年間にわたる長期のBPO契約を獲得した事例です。

なお、スペインはカタルーニャ州の独立問題で大きく揺れ動いていますが、現地
のメンバーと話している限り、現時点においては経済的に大きなインパクトはあまり
見られていません。

今後の政治的な動きについては引き続き注視していきます。
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技術革新による価値創造について、いくつかの事例をご紹介します。

2017年4月より、統合開発クラウドというシステム開発環境を国内外で積極的に展
開しています。

統合開発クラウドは、様々なITベンダーのミドルウェアが実装されていて、個々の
プロジェクトで独自にシステム開発環境を整備することなく、すぐに開発に取りかか
ることができます。

既に約100のプロジェクトにおいて、統合開発クラウド上での開発が始まっていま
す。

さらに、日本や欧州においては、一部で商用環境への適用も始まっています。

なお、北米については、旧Dell Services部門のPMI（Post Merger Integration）を優
先的に進めているため、統合開発クラウドの展開は将来的に進めていきます。
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本事例は、当社も積極的に取り組んでいるFintechビジネスの中でもブロック
チェーンに関するものです。

ブロックチェーンは、万能のテクノロジーであるかのように少し誤解されているとこ
ろもあるかもしれませんが、ブロックチェーンの優れている点は、従来の中央集権
型のデータベースではなく、分散型のデータベースであるという点です。

ブロックチェーンは技術的に解決しなくてはならない点がたくさんある一方で、単
純にコストが安い、絶対に改ざんが出来ない、といった良い点ばかりが世の中で注
目されています。

この実用化には様々な課題がありますが、当社も積極的にブロックチェーンにつ
いて取り組んでいます。

今回、貿易金融の分野での取り組みをご紹介します。

この分野には非常に多くのステークホルダーが存在しますが、信用状取引、保険
証券の領域でPoC（Proof of Concept）が完了しています。

2017年8月に物流業者も含めて13社のコンソーシアムを発足し、ブロックチェーン
技術を活用した貿易情報連携基盤の実用化を進めていきます。
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最後にご紹介する事例は、2017年10月に、No Maps、札幌市、日本電信電話株
式会社（NTT）、国立大学法人群馬大学と連携し、札幌市の公道で約3Kmの自動走
行の実験をしたものです。

また、群馬大学とは、路線バスの自動運転実証実験についても、準備を進めてい
るところです。
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以上の通り、いくつかの事例をご紹介しました。

中期経営計画についてはちょうど折り返し地点に差しかかっておりますが、来年
度の達成をめざしてここまで順調に進捗しています。

以上で私からの説明を終わります。ありがとうございました。
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