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代表取締役社長の本間でございます。

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）

3



4

まず始めに、2019年3月期の実績についてご説明します。

好調な国内事業及び海外事業の規模拡大により受注高、売上高ともに順調に
拡大し、売上高については創立以来、30期連続の増収となりました。

営業利益については、不採算の影響を、増収に伴う利益の上積みと、全社レベ
ルでの着実なコストコントロールによりカバーし、前期比246億円の増益となりまし
た。
全ての項目で通期業績予想を達成したことに加え、過去最高値を記録すること

ができ、非常にいい形で前中期経営計画の最終年度を終えることができたと考え
ています。
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ここからは各項目の増減状況をご説明します。
まず、受注高の状況です。

公共・社会基盤は前期比のマイナス幅が大きく見えていますが、これは前期から
の反動減によるものであり、その影響を除けば順調に受注を獲得し、期初の予想
よりもマイナス幅を小さくすることができました。

金融は銀行向け案件の獲得が順調に進み、好調に推移しました。

法人・ソリューションは、NTTデータMHIシステムズの連結拡大影響が上期まで
あったことに加え、製造業を中心に前期並みの高い水準で受注高を確保できまし
た。

北米は、巻末の事業トピックスで取り上げているカナダブリティッシュコロンビア
州の案件等、複数の大型案件を第4四半期に受注することができ、第4四半期の3
カ月で前期比約1,000億円のプラス、通期でも前期比400億円以上のプラスとなり
ました。

EMEA・中南米は、3つの事業会社が引き続き好調を維持しており、特にスペイン
やイタリアを中心とした欧州での案件獲得が増加しています。
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次に売上高の状況です。

公共・社会基盤は、中央府省及びテレコム業界向けサービスの規模が順調に拡
大し、増収となりました。

金融は銀行向けサービスの反動減はあったものの、保険業界向けサービスの
増収等でカバーし、前期並みとなりました。

法人・ソリューションは、受注高と同様に連結拡大影響もありますが、製造業や
流通業を中心に幅広いお客様からの売上高が伸び、大幅な増収となりました。

北米は通期では減収となっていますが、第4四半期の3カ月では公共や製造向け
サービスの増収によってプラスとなっています。

EMEA・中南米は受注高と同様、特にスペインやイタリアを中心とした欧州での売
上高が引き続き順調に伸びています。
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次に営業利益の状況です。

公共・社会基盤は不採算額が増加したものの、増収に伴う増益やコストコント
ロールによってカバーし、増益となりました。
なお、不採算は全社で累計169億円となっており、第4四半期では多額の不採算

は出ていません。

金融については、銀行向けサービスの反動減はあるものの、保険業界向けサー
ビスの増収等による増益。法人・ソリューションは増収等による増益です。

北米は減収による減益はありましたが、コストコントロールやPMI費用の減少に
よって増益。EMEA・中南米は増収等により増益となっています。
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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）



続きまして「前中期経営計画の振り返り」についてご説明します。
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当社グループは、前中期経営計画（2016年度～2018年度）において「ローカルプ
レゼンスの向上」によるグローバルブランドの確立をめざしてきました。具体的に
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」の取り組みを進
めました。
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また、前中期経営目標として「連結売上高2兆円超」及び「調整後連結営業利益
額50%増」の達成をめざしてきましたが、いずれも達成することができました。
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次にローカルプレゼンスの向上ですが、IT市場規模上位10カ国のうち、8カ国でプ
レゼンスが向上しました。
また、グローバルカバレッジについても53カ国、223都市、12万人体制に拡充して

います。
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次に、前中期経営計画の重要方針の一つ、「リマーケティングの更なる深化」です
が、当社は、お客様とのLong-Term Relationshipsによる深い信頼関係を強みとして
顧客基盤を強化し、安定した経営基盤を確立してきました。
年間売上高が日本円で50億円以上、あるいは50millionUSドル以上のお客様は、

年度ごとの入れ替わり等もありますが、2015年度期末時点から20顧客増加し70社
となりました。
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続きまして、もう一つの重要方針である「技術革新による価値創造」の取り組みで
す。

「生産技術の革新」においては、ソフトウェア開発の標準化や自動化に注力し、生
産性の向上に取り組んできました。
自動化ツールの適用率は約90%、統合開発クラウドは約1,000のプロジェクトで活

用されており、このうち約100件は海外で活用されています。

また、グローバルレベルでのテクノロジー・知見の集約と活用を推進するために、
グローバル共通の研究拠点を組成し、お客様のデジタル化を支援しています。この
中でも、BlockchainやDesignは、外部調査会社からリーダー評価を獲得していま
す。
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このような取り組みにより、連結売上高、連結営業利益いずれも持続的な成長を
実現しました。
一方、今後の課題として、デジタル化とグローバル化が進む中、お客様への提供

価値を最大化するために、デジタルトランスフォーメーションと、グローバルシナ
ジーの更なる推進が必要であると認識しています。

また、不採算案件の抑止と海外事業の収益性改善については課題を残していま
す。引き続き改善すべき重要な経営課題と認識をしており、取り組みをいっそう強
化していきます。



以上を踏まえまして、2019年度から2021年度までの新中期経営計画をご説明し
ます。
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新中期経営計画は、2025年頃のGlobal 3rd Stage達成に向けて、極めて重要な3
年間となっており、「変わらぬ信念、変える勇気によってグローバルで質の伴った成
長」をめざします。
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新中期経営計画の全体像はこのようになっています。
Growth、Earnings、Transformation、Synergyの4つの力を高めていきます。 頭文

字をとって「GETS」と呼んでいます。
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まずグローバルで質の伴った成長として、2021年度にめざす目標は、連結売上高
2.5兆円、売上高が50億円又は50millionUSドル以上の顧客を80社以上、そして連
結営業利益率8%、海外EBITA率7%になります。
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そのための変わらぬ信念ですが、「お客様とともに未来の社会を創る」ために、お
客様とのLong-Term Relationshipsに基づく価値創造を通じて、SDGsの達成に貢献
し、企業価値を持続的に向上させていきます。

これは「より豊かで調和のとれた社会の実現に貢献する」という当社の企業理念
と一致しており、当社の変わらぬ信念です。
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具体的なSDGsへの貢献として、事業を通じた貢献と、企業活動を通じた貢献を考
えています。
事業を通じた貢献においては、お客様との共創による社会インフラ、業態別ソ

リューション等の提供により貢献していきます。
また企業活動を通じた社会貢献においては、当社社員一人ひとりの自己実現に

向けて、当社自身も変革していくことで、働き甲斐のある社会の実現という社会課
題の解決に貢献していきます。
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次に変える勇気ですが、お客様への提供価値を最大化するため、デジタルトラン
スフォーメーションを更に加速し、そしてグローバルシナジーを高めていきます。

そのため、3つの戦略を実行します。グローバル一体となった強みづくりとしての
戦略1、それぞれのリージョン特性に合わせて更に価値提供を深化させるための戦
略2、そして組織力・社員力を高めるための戦略3を実行していきます。
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全体をまとめるとこのような形になります。
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まず戦略1ですが、グローバル一体で徹底的に強みを磨くための戦略、つまり戦う
ための武器創りと戦い方のレベルアップです。

具体的には、グローバルワンチームによるグローバルインダストリー、グローバル
アカウントプログラム等の加速、デジタルサクセスストーリーの共有と活用の推進、
また、グローバルマーケティングも高度化していきます。
更に、昨年Digital Strategy Office（DSO）を設立しましたが、デジタルビジネスの

推進のために、グローバルレベルで重点領域のオファリング創りを推進していきま
す。
また、R&Dをグローバル化して、前中期経営計画でも推進をしてきたCenter of 

Excellence（CoE）を拡充し、デジタルの技術・知見の共有、活用を推進していきま
す。

これらによって、グローバル、デジタルの強みを前面に出して戦えるようにしてい
きます。



29

続きまして戦略2になりますが、リージョン特性に合わせて更に価値提供を深化さ
せるための戦略です。

リージョンごとに強みやビジネスの状況は異なりますが、共通の価値提供モデル
として4DValue Cycleを定義し、お客様とのLong-Term Relationshipsをベースとし、
このサイクルを回し続けることで価値提供を深化させていきます。
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最後の戦略3になりますが、当社の共通の価値観であるValues（Clients First、
Foresight、Teamwork）を基に、グローバルで社員の力を高めて組織力を最大化す
るための戦略です。

具体的には、社員のProfessionalityの最大化として、全社員のデジタル対応力や
グローバル対応力を高めていきます。また、当社社員一人ひとりの自己実現のた
めの制度設計等を実行していきます。

Digitalを活用した働き方変革として、グローバルで知見やノウハウを共有できる最
先端の仕組みを導入し、コラボレーションを推進します。また、引き続き生産技術を
磨くことで更なる生産性の向上をめざします。

また、適切なガバナンス態勢の構築として、前中期経営計画の課題でもある不採
算案件の抑止等に取り組んでいきます。
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最後に、NTTグループ連携の強化です。

まずは、NTT研究所との強連携として、基盤的研究開発や次世代技術研究開発
の成果をグローバルで活用し、先進ソリューションやサービスの提供をめざします。

各地域における連携として、NTTコミュニケーションズやDimension Data、NTTセ
キュリティ等の各社が得意とするインフラ、セキュリティサービスを組み合わせた、
トータルサービスの更なる拡大をめざします。

また、NTTグループ全体の調達集約等によるコスト削減等のスケールメリットを活
かした連携も進めていきます。



続きまして、前中期経営計画の個別重要課題であった「不採算案件抑止」と「海
外事業の収益性改善」に向けた対応方針をご説明します。
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まず、不採算案件の抑止ですが、今後は特に難度の高い案件に対する更なる抑
止強化が課題であると考えています。

リスクへの早期対応強化としては提案準備段階でのプロジェクト審査実施と受注
基準の見直し、現場力の更なる強化としては案件の難度や特性に応じたプロジェク
トマネージャー（PM）配置の適正化等を実施していきます。
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続きまして北米分野の成長戦略ですが、前中期経営計画期間において、旧Dell
Services部門の統合を完遂し、北米では約2倍のプレゼンス向上を実現しました。
今後の課題として、収益力を伴った売上高の更なる拡大が必要であると考えてい
ます。

そのための成長戦略は、重点志向での強み創出と柱顧客の拡大として、新たな
デジタルオファリングの創出、既存のオファリングの選択と集中による効率性の向
上、デジタル変革に対応するためのデジタル人財の拡充とリスキルであり、これら
を実行することで、2021年度のEBITAマージン7%をめざします。
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最後にEMEA・中南米分野の成長戦略ですが、前中期経営計画期間において、
高い成長率で売上高を拡大し、プレゼンスを向上しました。今後の課題として引き
続き高成長を持続しつつ、収益力の飛躍的な向上が必要であると考えています。

そのための成長戦略は、三社一体運営によるお客様提供価値の向上であり、事
業構造改革のための集中投資を2019年度より実行します。具体的には北米同様
に新たなデジタルオファリングの創出、デジタル人財の拡充とリスキルを実行する
とともに、開発リソースの最適化・自動化推進によるデリバリーの強化を実施し、更
にシステム統合等によるオペレーションの効率化を追求していきます。以上により、
2021年度のEBITAマージン7%をめざします。



（説明省略）
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続いて、2020年3月期の業績見通しについてご説明します。

受注高は金融における前期の反動減が大きいため、全社でも若干の減少を予想
していますが、売上高については全セグメントで増収を予想しており、31期連続増
収をめざします。

営業利益については、先ほどご説明した新中期経営計画に基づく投資やコスト増
はあるものの、前期並みの利益を確保します。

1株当たり年間配当金については、新中期経営計画に基づいて今後着実にキャッ
シュ・フローが拡大していくことを見込み、１株当たり1円増配の18円の予想としてい
ます。

こちらも次ページ以降で、詳細についてご説明します。
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まず受注高です。

公共・社会基盤は中央府省向け案件の増加によりプラス、金融と法人・ソリュー
ションはいずれも前期の反動減によるマイナスを予想していますが、先ほどお話し
したように、金融は特に反動減の幅は大きくなるものと予想しています。

海外については、増減値の下のカッコ内に為替影響を再掲しています。
北米については、円高による押し下げ効果があることを除けば、前期の反動減

による小幅な減少になると予想しています。

EMEA・中南米についても円高による押し下げ効果はありますが、その影響を含
めてもプラスであり、引き続き順調に伸びる予想としています。
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売上高については、前期の受注高が全体的に好調だったことを踏まえ、全ての
セグメントで増収を予想しています。

なお、海外については受注高と同様、売上高でも円高による押し下げ影響はあ
りますが、前期は減収だった北米も含め、増収を予想しています。
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最後に営業利益です。

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。

金融と法人・ソリューションは増収に伴う増益はあるものの、新中期経営計画に
基づく投資等を実施するため、前期並みを予想しています。

北米は増収等による増益を予想しています。

EMEA・中南米は前期比79億円の減益を予想していますが、これは2021年度の
EBITAマージン7%に向けて、先ほどご説明した事業構造改革を今期集中的に行
い、高収益構造に転換するためだとご理解ください。

以降の資料についてはご説明を省略します。
私のプレゼンテーションは以上とさせていただきます。ありがとうございました。
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