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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。
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（説明省略）



（説明省略）
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2018年3月期の実績について、ご説明します。

大変好調な国内事業、海外事業の規模拡大などにより受注高が2兆211億円、売上高
が2兆1,171億円と初めて2兆円を突破することができています。営業利益についても、
増収に伴う増益により、業績予想の1,200億円を突破し、1,235億円とすることができまし
た。

また、旧Dell Services部門のPMIは引き続き順調に推移しています。2018年3月期の
北米の特別損失に約200億円が計上されており、ほとんど全てのシステムについて統
合が完了しております。大型の財務系、人事系のシステム統合が既に完了しており、残
りのシステム統合も後1～2カ月程度で完了できると見ております。その他の部分も含め
て、最終的には2019年3月期の第2四半期ぐらいまでにはPMIの全てが完全に完了する
見込みです。

なお、当期純利益については期初の業績予想値590億円から若干マイナスにはなり
ましたが、ほぼ業績予想に沿った結果になったと認識しています。

次ページ以降で、詳細についてご説明します。



（説明省略）
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受注高の状況です。

公共・社会基盤は、大型案件の獲得等があり、業績予想以上に順調な推移となりまし
た。

金融は対前期比のマイナス幅が大変大きく見えていますが、期初からお話ししている
とおり、2017年3月期に複数の大型案件を獲得したことによる反動減の影響であり、実
績は業績予想より好調に推移しています。

法人・ソリューションについても、新しいデジタル領域の案件の成長や、2017年10月か
ら連結されている三菱重工業㈱様と設立した情報系子会社の寄与などにより、対前期
比プラスとなっています。

北米、EMEA・中南米の状況については、次ページでご説明します。



こちらに海外事業の状況を示しています。

ご注意いただきたいのは、決算期統一と記載していますが、2019年3月期から会計基
準を日本基準からIFRSへ変更することに伴い、2018年3月期は海外子会社の決算期を
統一する必要がありました。したがって、2018年3月期にeverisは通常より3ヶ月多い
15ヶ月を連結しており、旧Dell Services部門は決算月が元々1月でしたので、決算月を3
月に統一するため、2～3月分の2ヶ月多い14ヶ月連結としており、この影響がプラスに
寄与しています。なおEMEAは更に1年前の2017年3月期に決算期統一で15ヶ月連結し
ていた関係上、2018年3月期は通常どおり12ヶ月連結としたことから、3ヶ月分のマイナ
ス影響が出ています。

為替影響については、2018年3月期はUSドル、ユーロとも円安傾向であったことから
プラスに影響しました。その影響が合計で約330億円あります。

決算期統一影響、為替影響を除いた影響を受注増と記載していますが、内訳としては
北米が約900億円の増加、EMEA・中南米が約450億円の増加という状況です。北米に
ついては旧Dell Services部門が2018年3月期では期初から連結していることなども踏ま
えてのプラスという結果です。後ほど詳しくお話ししますが、結果は対前期比ではプラス
ですが、当初期待したレベルと比較するとかなり大幅に受注高が落ち込んでいる状況
であります。今年度、来年度に向けて、この点をどうするかというのが大きな経営上の
課題であります。
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売上高でありますが、公共・社会基盤においては、前期における反動減というレベル
で、これは期初予想に織り込み済みで問題ありません。

金融は大変好調に推移し、約400億円のプラスとなりました。

法人・ソリューションは、先ほど受注高でも申し上げたように三菱重工業㈱様と設立し
た情報系子会社の連結寄与もありますが、それ以外にもデジタル関連での成長が出て
まいりましたので、非常に堅調に伸びてきています。



海外事業の状況ですが、受注高のところでもお話ししたとおり、決算期統一影響があ
りますので、この部分は2018年3月期だけの特殊要因となっています。

為替影響は、売上高につきましても2018年3月期はUSドル、ユーロとも円安傾向で
あったことからプラスに影響しました。

決算期統一影響、為替影響を除いた影響を事業拡大等と記載していますが、北米も
EMEA・中南米も大変好調であります。北米は旧Dell Services部門を期初から連結して
いる影響が一番大きな要因でありますが、EMEA・中南米はスペインやドイツ、あるいは
ラテンアメリカなどオーガニックで非常に堅調に伸びています。
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営業利益（のれん償却前）でありますが、公共・社会基盤は減益ですが、一番大きな
要因は不採算案件であります。不採算案件については、2018年3月期の不採算額は全
社累計で99億円ですが、1件を除き、そのほとんどは我々が目標にしていた連結売上
高0.3％以下にきちんとコントロールできており、全く心配がありません。

2018年3月期は、1つのプロジェクトで大きな不採算が出たわけですが、これはむしろ
世界的にも例のない、技術的に大変高難度なチャレンジをしたことに伴う不採算であ
り、むしろR&Dといっても良いぐらいの特殊な要素を持った案件でした。本プロジェクト
は、2018年度から順次サービス開始をしていくため、更に大きな損失が出るということ
はほとんど予想していません。システムですから、サービス開始に付随して予期せぬよ
うな事態が発生しないとは言い切れませんが、このプロジェクトについてもコントロール
できています。

金融については、一部システムの減価償却費等の減少もありましたが、原価率改善
等もあり増益しています。法人・ソリューションは増収による増益であります。



海外事業の状況ですが、受注高、売上高と同様に、決算期統一影響があります。た
だし、決算期統一影響、及び為替影響ともそれほど大きな影響は出ていません。

事業拡大等と記載しているところで、北米は営業利益がプラスとなっていますが、
EMEA・中南米はマイナスとなっています。先ほど受注高、売上高のところでEMEA・中
南米は非常に好調だとお話ししましたが、好調な状況に応じて要員の大量な採用であ
るとか、あるいは教育であるとか、大型案件獲得のための販売費をかなり積極的に
使ったことなどで、マイナスとなりました。ただし、2019年3月期以降は非常に大きなプラ
ス効果に出てくるため、あまり気にしていただかなくて良いと考えております。

以降は、セグメント毎に状況をまとめた資料となりますので省略しますが、いくつか補
足いたします。
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（説明省略）
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（説明省略）
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法人・ソリューションですが、セグメント利益が対前期比で大きくマイナスとなっていま
す。これは2017年3月期に投資有価証券売却益が150億円程度ありましたが、2018年3
月期においては発生しなかった影響でマイナスとなっています。

ただし、150億円程のマイナスとなっていないのは、そのような影響がありつつも、そ
れ以外の要素が順調であったためです。
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それから、北米のセグメント利益ですが、冒頭で申し上げたように旧Dell Services部
門のPMIに伴う費用が拡大していることに加えて、先ほど受注高のところで申し上げた
とおり、当初想定ほど受注高が伸ばせなかった影響もあり、ある種のリトスラ費用もあ
わせて支出しております。

こうした影響により、2018年3月期ではPMI及びリストラ費用で200億円弱程度を支出し
ており、対前期比で大きくマイナスとなっています。これは2018年3月期の特殊な事情で
ございます。
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EMEA・中南米については、右肩上がりで全てプラスになっています。



（説明省略）
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2019年度3月期の業績予想についてご説明します。

ここで注意頂きたいのは、2018年3月期までは日本基準で決算をしておりますが、2019年3月期
からは国際財務報告基準（IFRS）を適用しますので、2018年3月期についてもIFRSに換算した数
値を記載しております。ただし、概算と示しているのは、まだ正式な会計監査が終わっていない
数字であるため、概ねこのような数字になっています。

こちらには、2018年3月期実績の日本基準、IFRS概算、及び2019年3月期のIFRS予想を記載し
ています。

まず2018年3月期実績の日本基準とIFRS概算との差異ですが、IFRSでは決算期統一影響で増
加していた額が受注高、売上高からそれぞれ700～800億円除かれております。また、IFRSにな
ると決算期統一影響以外の要因での変動もありますが、2018年3月期の営業利益で見ますと、
日本基準での1,235億円に対し、IFRSでは 1,232億円とほぼ同程度になっています。この理由
は、IFRSでは「のれん償却」が無くなることで250億円程度の増益影響があります。一方で、日本
基準では営業外に計上していた旧Dell Services部門のPMI等の費用など特別損益項目等が、
IFRSでは営業内に入りますので、そうした影響が相殺された結果として、日本基準とIFRSの営業
利益はほぼ同じになります。なお、当期純利益では、主にのれん償却が無くなることによる増益
影響により、日本基準581億円からIFRSでは 812億円へと大幅に増えています。

さて、2019年3月期の業績予想ですが、受注高は好調な日本国内の状況を踏まえて横ばいに
していければと考えています。売上高は2兆1,000億円の大台をめざします。営業利益は1,420億
円と記載していますが、実力値ベースとしては1,520億円と捉えています。後ほど、中期経営計画
の進捗状況の中でも申し上げますが、技術革新の激しい競争環境の中では、「新規領域への投
資」を相当程度行わないと競合他社に対する優位性を保てないという状況があります。2018年3
月期も「新規領域への投資」として70億円程度の支出を行いましたが、2019年3月期も100億円
程度を使わせていただくという前提での予想となっております。したがって、1,520億円の実力値
から「新規領域への投資」100億円を引いた1,420億円を2019年3月期の予想値としております。

それから、1株当たり年間配当金ですが、2018年3月期は15円としておりましたが、2019年3月
期は順調な業績であること、もう1つは2019年3月期が創立30周年という記念の年であることを踏
まえて、記念配当ではなく、普通配当金を１株当たり2円増配して17円の予想としております。

なお、受注高、売上高、営業利益について、次ページ以降で、詳細についてご説明します。



（説明省略）
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まず受注高です。

公共・社会基盤は、2018年3月期が非常に好調であったことによる反動減で、1,000億
円程度のマイナスを織り込んだ予想としております。金融は2018年3月期並みの受注確
保を予想しております。法人・ソリューションも同様であります。

海外については、対前期比増減の下に括弧内に為替影響をお示ししています。北米
については、2019年3月期のUSドルを2018年3月期に比べて円高と予想していますの
で、為替影響は63億円マイナスに影響しますが、その影響を踏まえても増加する予想と
しています。

逆にEMEA・中南米は、2019年3月期のユーロを2018年3月期に比べて円安と予想して
いますので、為替影響がプラスに寄与しています。その影響も含めて611億円増加する
予想としており、順調に伸ばす予想としております。
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売上高の状況です。

公共・社会基盤は受注高の予想では対前期比でマイナスを予想していますが、売上
高については、2018年3月期の好調な受注状況を踏まえ、増収を予想しています。

金融は減収予想ですが、これは端境期影響によるものです。金融の大型システムは
サービス提供期間が6年、8年など様々あり、その中での一時的な影響と見ています。
受注高は堅調に推移すると見ていますし、この減収についても予め見通していたことで
す。

法人・ソリューションは2018年3月期と同様に順調に増収する予想としています。

北米は、受注高の際にも申し上げましたとおり為替影響はマイナスに寄与し69億円程
度の減収影響がありますが、その為替影響を除いたオーガニックでは30億円程度の増
収を予想しています。

EMEA・中南米は順調に増収する予想としております。
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営業利益の状況です。

公共・社会基盤は、増収に伴う増益と、不採算案件の抑制等により増益を予想してい
ます。

金融は、減収に伴う若干の減益予想でありますが、問題ないレベルであると捉えてい
ます。

法人・ソリューションは増収に伴う増益を予想しています。

北米、EMEA・中南米は、営業利益についてはあまり大きな為替影響がありませんの
で、各々実力値ベースが出てくるかと考えております。北米は、旧Dell Services部門の
PMI等の費用が減少することに伴う増益を意識しています。

最後のその他という項目ですが、先ほど申し上げた「新規領域への投資」が100億円
程度、対前期比で30億円程度の支出が含まれている予想となっております。

以降は、セグメント毎に状況をまとめた資料となりますので省略します。
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（説明省略）
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（説明省略）
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（説明省略）
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（説明省略）
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（説明省略）



（説明省略）
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まずは、中期経営計画の全体像について申し上げます。

2019年3月期は中期経営計画の最終年度となります。中期経営計画の目標値の1つ
は、連結売上高2兆円超でありますが、2018年3月期で決算期統一影響等の特殊要因
を除いた実力値でも2兆円は超えており、1年前倒しで中期経営計画目標値の1つを達
成しています。

もう1つは調整後連結営業利益額を2015年度比で50%増とする目標値です。調整後と
いう点について補足しますが、先ほど申し上げたとおり2019年度3月期業績の営業利益
予想の実力値は1,520億円です。「新規領域への投資」として支出する100億円程度を
除いたベースで50％増という目標値です。そのため、「新規領域への投資」を除いた営
業利益1,520億円が、2015年度の1,008億円から見ると50％増しとなっています。

以上が中期経営計画の目標値ですが、以前Global 2nd Stageの到達年度を2年前倒
しして、中期経営計画の最終年度とするとお話ししておりました。その際、日本と日本以
外のマーケットの売上高を概ね50:50程度にするというようにお話し申し上げました。た
だし、これは目標値として申し上げたのではなく、その程度をめざすことで売上高2兆円
超、調整後営業利益額50%増の到達が見込めるであろうということでありました。なお、
2018年3月期の海外売上高は40％を超えるレベルにはなっていますので、順調に来て
います。
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こちらは、2015年度からの売上高と営業利益の推移を示しています。売上高及び営
業利益とも着実に増収増益が出来ています。
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グローバルカバレッジですが、現在は53カ国の地域、214の都市まで拡大をしておりま
す。従業員数は11万8,000人以上になっております。国内が約3万5,000人程度であり、
残りの8万数千人以上が海外の従業員数となっています。
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我々はリマーケティングの1つの要素として、お客様とのLong-term relationshipsの構
築を大切にしています。資料に年間売上高が日本円で50億円以上のお客様、あるいは
50millionUSドル以上のお客様の推移を記載しています。

必ずしも同じお客様が続くわけではなく、年度毎の入替などもありますが、2011年度、
2015年度、2017年度を比べてみると顧客数は伸びて来ております。また、全体の受注
残高についても伸びてきており、確実に非常に多くのお客様とのリレーションが広がっ
てきています。
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本当はいろいろなことをご紹介したいのですが、2017年度の代表的な事例について
少しご紹介します。

1つはRPA（Robotic Process Automation）の事例です。NTTグループが開発した
WinActorというRPAですが、大変好調に推移をしており、2018年4月時点で既に約800
社への導入を終えています。

競合としては、外資系のBlue Prismが挙げられますが、WinActorも様々な機能追加を
実施しており、2018年度もかなりのRPAブームになるのではないかなと思っています。
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もう1つの事例ですが、米国のジョージア州にGTA（Georgia Technology Authority：米
国ジョージア州技術局）という組織があります。これまでも長年のお付き合いがありまし
たが、これまではPrimaryではなく、Secondaryとして対応させて頂きました。そうした中
でも、共同でInnovative Fundを設立したり、当社から様々なご提案を差し上げたりする
ことで大変信頼を頂き、2018年の当初からプライムコントラクターとして長期ITO契約を
締結することができました。
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技術革新分野では、デジタルトランスフォーメーション（Digital Transformation）の取り
組みが世界中で行われています。日本、北米、欧州、ラテンアメリカなどで多少その色
合いが違いますが、製造業であれ、金融業であれ、流通業であれ、小売業であれ、現
在のシステムそのものが、企業の収益を稼ぐ重要な基幹システムになっています。

レガシーにはレジェンドに通じるような要素もあり、決してレガシーというのは悪い意味
ではありませんし、また、必ずしもメインフレーム（mainframe）だけで無く、オープン系の
システムもありますが、既存のレガシーシステムを新しいデジタル系のシステムにトラン
スフォーメーション（Transformation）するかという点が大きな課題となっています。お客
様からそうした多くの課題を頂いている中で、当社もデジタルテクノロジ推進室などを設
置しながら、お客様のリクエストにお応えしていくことを考えています。おそらく、今年も
来年も非常に重要なファクターになると考えています。
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こちらでは最先端技術の活用事例のうち、いくつかを並べております。

それぞれの詳細なご説明は致しませんが、AI、IoT、Blockchainなど、当社のプラット
フォーム、あるいはベンチャーとアライアンスを締結しながら、各々の分野でお客様に対
応しています。

1番下にAnalyticsと記載しています。今、データが重要な課題を持つというふうに言わ
れていますし、「EU一般データ保護規則（General Data Protection Regulation：GDPR）」
などデータの個人情報保護の問題について新たなレギュレーションが出来てきていま
す。一方で膨大に膨らむデータのほとんどは非構造化データです。我々がリレーショナ
ルデータベースで扱えるような正規的なデータは、それ程伸びていません。そうした非
構造化データを扱うのに、当社は10年以上前から米国のMarkLogic社という企業の
DBMS（Database Management System）を使ったソリューションを考えています。日本で
も、北米でも、欧州でも規制当局に対して、有価証券報告書などを提出する上では、全
てXBRL、XML言語を用いています。このXBRLを各々の監督官庁が集めるのですが、
その情報分析をするのに大変な手間と稼働がかかっています。更に、XBRLには「タクソ
ノミ」という、一種の辞書のようなものがありますが、これが結構な頻度で変更されます
と、相当にシステムメンテナンスが必要であり、重要となっています。また、いわゆる非
数値データは機能としては管理できるものの、実際にはうまく扱えないという問題があり
ます。
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MarkLogic社はそれらをうまく扱えるため、当社はこれを利用したソリューションを開発
し、BOE（Bank of England）様とPOC（Proof of Concept）を通じて対応させて頂いたとこ
ろ、大変良い効果が出ており、今後もこの取り組みを進めていくことができるのではない
かなと思っております。
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プレゼンテーションの最後でありますが、今年は当社創立30周年の記念すべき年とな
ります。

当社のビジネスは、今から50年以上前、1967年（昭和42年）に当時の日本電信電話
公社の中にデータ通信本部が設置されたのが始まりです。NTTグループの中でも日本
電信電話㈱から最初に分社独立したのが当社となるわけですが、ちょうど30年前の
1988年5月23日に創立されました。したがって、5月23日を創立記念日として毎年様々な
イベントを行っております。

さて、当社のGroup Visionはこれまで「Global IT Innovator」としてきました。最初に制
定したのは2005年です。創立25年を迎えた2013年に見直しを行おうとしましたが、やは
りもう1回「Global IT Innovator」としようということで、Group Visionを変えませんでした。
ただし、2013年には、具体的に表現する言葉として、「Clients First」、「Foresight」、
「Team work」という3つのValuesを付け加えました。

創立30周年を迎える今年は、5月23日からGroup Visionを「Global IT Innovator」から
「Trusted Global Innovator」と変えたいと思います。

ITをGroup Visionから外したのは、ITが駄目というのではなく、むしろ、ITは言わずもが
な、”without saying”だというのが我々の認識です。今、人類が活動する政治の世界で
も、全ての企業の世界でも、スポーツ、芸術、文化、さらには宗教の世界でも、人の営
みの中でもはやITと無関係なものは何一つないと言って良いと思います。ITは言わずも
がなという意味で意図的に付けていないだけであり、むしろそれ以上に、2025年前後を
ターゲットとしたGlobal 3rd Stageの達成に向かい、次のステージに行くために、お客様
とのTrustedという、信頼に裏打ちされたリレーションを持つことが大変重要だと考えて
おります。これは海外の関係会社のCEOクラスとも随分とディスカッションをした結果で
す。海外でもこのTrustedというのは大変重要なキーワードであります。私たちもこの
Trustedを使ってこれからの長い年月頑張っていきたいと思っています。

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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