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コーポレート・ガバナンス 

 

基本方針と推進体制 

 

NTT データグループは、株主や投資家の皆様をはじめ、お客様やお取引先、従業員等様々なステークホルダ（利害関係者）

の期待に応えつつ、企業価値の最大化を図る為、コーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう、コーポレートガバナンス・

コードの各原則の趣旨を踏まえ、（1）経営の透明性と健全性の確保、（2）適正かつ迅速な意思決定と事業遂行の実現、（3）コ

ンプライアンスの徹底、を基本方針としてこれらの充実に取り組んでいます。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ga/ 

 

 推進体制

 

NTT データは、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスのいっそうの強化を図り、経営の健全性と効率性を更に高

める為、2020 年 6 月 17 日開催の第 32 回定時株主総会の決議により、監査等委員会設置会社に移行しました。 

また、更なるガバナンス強化とよりいっそう多様な知見を当社経営に反映する為に、独立社外取締役を 5 名選任し、取締役

会（取締役 15 名で構成）に占める独立社外取締役の割合は 3 分の 1 以上となっています。 

 

株主総会の活性化及び議決権行使の円滑化に向けての取り組み状況はコーポレート・ガバナンス報告書をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ga/ 

 

執行・監督・監査の機能を高め、経営品質の向上を図るガバナンス体制 

当社では、監査を担う監査等委員が取締役会の決議にも加わり、監査等委員の過半は社外取締役でなければならないことか

ら、取締役会の監督機能とコーポレート・ガバナンスのいっそうの強化を図り、経営の健全性と効率性を更に高めることがで

きると判断し、監査等委員会設置会社形態を採用しています。また、会社の機関として株主総会、取締役会及び監査等委員会

を設置しているほか、経営会議を設置し、業務執行における意思決定の迅速化に努めています。 
 

取締役会 ・独立社外取締役 5 人を含む全取締役 15 人で構成（うち女性が 2 人、外国籍が 1 人） 

・毎月 1 回の定期開催と必要に応じた臨時開催により、法令で定められた事項や経営に関する重要

な事項等の意思決定及び監督を行う。 

監査等委員会 ・社外取締役 4 人で構成（うち女性 1 人） 

・原則毎月 1 回以上の開催により、監査の方針・計画・方法・その他監査に関する重要な事項につ

いての意思決定を行う。 

・各監査等委員は取締役会等重要な会議に出席するほか、業務執行取締役及び社外取締役とのコ

ミュニケーションを図るとともに、業務執行状況の監査を適宜実施しており、それを支援する専

任組織（監査等委員会室）を設置している。 

・監査等委員会は、監査等委員でない取締役の「選任若しくは解任又は辞任」及び「報酬等」につ

いて、意見陳述の制度趣旨に適う運用を行っている。 
 

経営会議 ・社長、副社長、リージョン・分野担当役員及びその他関連する重要な組織の長をもって構成。 

・原則毎週 1 回の開催により事業運営に関する円滑かつ迅速な意思決定及び監督を行う。 

・意思決定の透明性を高める為、監査等委員である取締役 1 人も参加。 

内部統制推進委員会 ・コーポレート総括担当役員（藤原代表取締役副社長執行役員）を委員長とするリスク、コンプラ

イアンス及びグループ･ガバナンスに関連する組織の長等で構成。 

・内部統制システムの有効性検証、改善点等提言により当社の内部統制システムを確立することを

目的に活動し、その結果を取締役会へ報告（年 2 回開催）。 
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企業倫理委員会 ・コーポレート総括担当役員（藤原代表取締役副社長執行役員）を委員長とする企業倫理に関連す

る組織の長等で構成。 

・法令や企業倫理等を遵守する企業風土を醸成することを目的に年 1 回開催し、企業倫理の遵守状

況等については取締役会へ報告。 

 

 

取締役の利益相反についてはコーポレートガバナンス報告書をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ga/ 

 

 コーポレート・ガバナンス体制 
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グループ・ガバナンス 

 

当社では、事業計画や内部統制、コンプライアンスといった重要事項については、グループ各社との間で協議・報告をルー

ル化し、グループ全体で業務の適正性を確保することを基本方針としており、当社本社内にグループ会社との連携責任部門を

定めるなど、連携体制を整備しています。 

特に、M&A 等により海外拠点が急速に拡大していることから、海外グループ会社のグループ・ガバナンスの強化を図ってい

ます。具体的には、「北米」「EMEAL 地域（欧州・中東・アフリカ・中南米）」「APAC 地域（アジア・太平洋地域）」「中国」の

4 地域と「ソリューション」の軸ごとに、当社本社との間で事業計画や大型案件、内部統制やコンプライアンスといった重要

事項についての協議・報告をルール化しています。 

 

 グループ・ガバナンスの推進体制

 

グループ一体経営の為のガバナンス体制 

各統括会社等の取締役会の中に指名・報酬委員会と監査委員会を設置し、事業運営は各地域に任せつつ、グループとして

一体的な経営を行う為のガバナンス体制を構築。 

重要情報の共有体制 

リスク情報等、重要な懸念事項については、海外組織も含め包括的に構築された内部統制システムに基づき、情報を適宜

共有する体制を確立。 

国内グループ共通の会計システム導入 

国内の当社グループでは、2013 年度より、経営の効率化に向けて国内グループ各社が利用する「グループ会計共同シス

テム」を運用しています。なお、2020 年度時点で、国内主要グループ会社約 70 社が本システムを利用しています。国内

グループ会社の多くが同一の会計サービスを共同利用することにより、会計情報の集中管理や内部統制の確保、システムの

共同利用による維持・運用負荷の大幅な低減を実現。 

グループ経営管理基盤システムの導入 

グループマネジメント効率化に向けて、国内グループ各社の経営情報（財務領域、人財領域）を見える化する社内システ

ム「グループ経営管理基盤システム」を導入し、案件特性に応じた経営資源の最適配置、スピード経営、意思決定情報の精

度向上並びに更なるグループシナジーの発揮をめざす。 

「NTTデータグループ運営方針」「NTTデータグループマネジメントルール」に基づくグループ・ガバナンスの確保 

当社グループは、グループの全体最適を追求していく為、グループ経営の基本的な考え方を示す「NTT データグループ運

営方針」を定めています。また、事業運営に関する重要な事項については、各社より協議・報告を受けることにより、「NTT

データグループ運営方針」と併せ、グループ・ガバナンスの確実な運用を図っています。 

買収先企業の経営幹部のリテンション 

当社グループでは、買収先企業の経営幹部の雇用維持は事業継続や競争力の強化のみならず、グループ一体としてのガバ

ナンス体制の確保にとって重要であると認識しています。そのため、出資時においては、案件の規模や内容に応じてロング

タームインセンティブ（一定期間の勤続に伴う報酬）やアーンアウト（買収価格の分割払い）等のスキームを活用しています。 

ビジョン浸透に向けた取り組み 

当社グループでは、10 年後にめざす姿を表した Group Vision の達成に向けて私たちが大切にする価値観を表現した

Values の浸透に努めています。2014 年から創立記念日（5 月 23 日）の週を Values Week とし、Values について社員同

士が語り合うイベントを開催するなど、対話の機会を設けています。2019 年の Values Week では、世界約 30 カ国の 100

都市で約３万人以上の社員が Values について語り合うワークショップやイベントが開催され、各地で熱い議論が交わされ

ました。 

NTTデータグループの基幹業務の集約 

当社グループの基幹業務を NTT データマネジメントサービス社に集約することで、コスト削減や J-SOX 対応等の内部統

制、ガバナンス強化を実現。 
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取締役の構成・運営 

 

 取締役会等の多様性

取締役会の多様化を図る為、外国籍取締役、社外取締役を選任しています。2021 年 6 月、第 33 回定時株主総会において女

性の取締役 2 人、外国籍取締役 1 人を選任し、国際性及びジェンダーの面における多様性を推進しています。2025 年度末ま

でに女性経営幹部数 （役員、組織長等）15 人以上をめざしています。また、経営会議等、経営の意思決定の場においても女性

の組織長、外国籍役員が加わり、多様性が進んでいます。 

 

 多様な視点をマネジメントに加味する取り組み

当社は、取締役を社外から招へいすることにより、業務執行の公正性を監督する機能強化を継続しています。2021 年 7 月

現在、当社の社外取締役は 7 人（うち監査等委員である社外取締役は 4 人）で構成されており、社外取締役の選任においては、

それぞれの経験を活かした幅広い見地からの意見を経営に取り入れることを期待した基準を設けています。更に、東京証券取

引所の定める独立性基準に加え、当社独自の要件を満たす社外取締役 5 人を独立役員として届け出ています。また、2012 年

以降、社外の有識者から助言を受けることを目的としたアドバイザリーボードを設置し、経営の多面的な視野の拡充を図ると

ともに、成長と健全な事業運営に活かしています。 

 

 取締役会等の構成

 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

取締役総数（人） 12 11 13 15 15 

 執行取締役（人） ９ ７ ８ 6 6 

非執行取締役（人） ３ ４ 5 9 9 

監査等委員（社外）*1（人） ― ― ― ４（４） 4（4） 

取締役会議長 社長 社長 社長 社長 社長 

取締役会開催回数（回） 16 18 13 14 17（予定） 

取締役会出席率平均（％） 99 98 99 100 ― 

取締役の任期＊2（年） 2 2 ２ 1*2  1*2 

平均在任期間（年） 2.2 1.5 ２.2 1.2 2.0 

*1 当社は 2020 年 6 月 17 日の定時株主総会の日付をもって監査等委員会設置会社へ移行しました。 

*2 監査等委員でない取締役の任期を記載しています。 

 

監査等委員会の開催回数は NTTデータ統合レポート 2021をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ar/ 

 

 取締役の多様性 
                                           （人） 

 2017 年度 2018 年度 2019 年度 2020 年度 2021 年度 

取締役総数 12 11 13 15 15 

 女性 ０ ０ １ ２ 2 

外国籍 ０ １ １ １ 1 

社外（うち独立取締役） 2（2） 2（2） 3（3） 7（５） 7（5） 

 

 取締役のスキル・マトリックス 

取締役として備えるべき専門分野等及びそのバランスの状況については、コーポレート・ガバナンス報告書をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ga/ 
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取締役会の実効性評価 

 

取締役会の実効性については、全取締役（監査等委員を含む）へのアンケートを実施し、外部機関からの集計結果の報告を

踏まえ、分析・議論・評価を行っています。評価結果については取締役会へ報告し、取締役会は内容の検証と更なる改善に向

けた方針等について議論しています。 

 

2019 年度の 

実効性評価実施時期 

2020 年 11 月～12 月 

評価方法 ・アンケート送付：取締役会の構成員であるすべての取締役（監査等委員を含む）を対

象にアンケートを実施（5 段階評価の設問と自由回答形式による質問表） 

・外部機関による集計：匿名性を確保する為外部機関に直接回答 

・分析・議論・評価：外部機関からの集計結果の報告を踏まえ、更に社外取締役に対す

るインタビューを実施し、2021 年 1 月から 3 月において分析・議論・評価の深掘を

実施 

・取締役会への報告：内容の検証と更なる改善に向けた方針等について議論 
 

結果 【2019 年度の課題】 

・戦略・リスクマネジメントの議論にかける比重を拡大 

・当社経営に大きな影響を与える事項のモニタリングを強化 等 

【課題を踏まえた対応に関する測定結果】 

「戦略・リスクマネジメントの議論にかける比重を拡大」については、事前説明を丁

寧に行うことで、取締役会の場では、経営戦略等の重要事項についての議論の深化・

強化が図られ、改善されているとの一定の評価を獲得。取締役会の構成・運営等に関

し、概ね肯定的な評価が得られており、取締役会全体の実効性については確保されて

いることを確認 

今後の課題 ・運営の効率化による議論時間の更なる確保 

・説明・資料のわかりやすさの充実 

・取締役間のコミュニケーション機会の充実 

・IT 業界・技術動向等に関する説明等機会の拡充 等 
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役員報酬 

 

 役員報酬の決定方針

当社の監査等委員でない取締役の報酬に係る方針及び報酬の構成・水準については、親会社、独立社外取締役及び監査等委

員である取締役に対して報酬決定の方針の説明を行い、適切な助言を得た上で、株主総会で決議された額の範囲内で、取締役

会にて決定します。 
 

監査等委員でない取締役 

（社外取締役を除く）の報酬等 

・報酬構成割合 

標準的な業績の場合、おおよそ「固定報酬：短期の業績連動報酬：中長期の業績連動

報酬＝50%：30%：20％」 

取締役の報酬と当社の企業価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動によ

る利益･リスクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の

増大に貢献する意識を高めることを目的として、2021 年 6 月 17 日開催の第 33 回

定時株主総会において新たに業績連動型株式報酬制度を導入 

・監査等委員会による報酬に関する意見陳述権を適切に運用 

① 月額報酬（固定）：役位ごとの役割や責任範囲に基づき、支給 

② 賞与：当期の営業利益等を業績指標とし、その達成度合い等を勘案して支給 

・2021 年 6 月 17 日開催の第 33 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役

の報酬額を、株式報酬等の額も含めて年額 5 億 8,000 万円以内（うち社外取締役分

年額 5,000 万円以内）と決議 
 

 常勤取締役 

 

 

・株式取得制度 

中長期の業績を反映させる観点から、月額報酬並びに賞与の一定額以上を拠出し役員

持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は在任期間中、そのすべ

てを保有 

・業績連動型株式報酬制度 

当社が設定した信託を用いて、毎年 6 月に役位に応じたポイントを付与し、中期経営

計画の終了年度の翌年度 6 月に、業績指標の達成度に応じて業績連動係数を決定し、

これに累積ポイント数を乗じて交付する株式数を算定。株式の交付は退任時に行う。 

クローバック制度*1 あり 

監査等委員でない 

社外取締役の報酬等 

・監査等委員である取締役の協議にて決定し、高い独立性の確保の観点から、業績との

連動は行わず、月額の固定報酬のみを支給 

・2020 年 6 月 17 日開催の第 32 回定時株主総会において、監査等委員会設置会社へ

の移行及び監査等委員の報酬額を年額 1 億 5,000 万円以内と決議 

＊1  取締役に重大な不正・違反行為等が発生した場合または取締役が当社の許可なく同業他社との間で雇用契約または委任契約を締結した場合、上記 

に基づく当社株式の交付を受ける権利の喪失または没収（マルス）、交付した当社株式相当の金銭の返還請求（クローバック）ができる制度を設定 

 
 

 業績連動型株式報酬の概要  

① 本制度の対象者 取締役（監査等委員である取締役並びに監査等委員でない取締役のうち社外取締役及

び非常勤取締役を除く） 

② 対象期間 当社の掲げる中期経営計画の対象となる期間（当初の対象期間は、2022 年 3 月 31 日

に終了する事業年度まで） 

③ ②の対象期間 1 事業年度に

おいて、①の対象者に交付

する為に必要な当社株式の

取得資金として当社が拠出

する金銭の上限 

9,000 万円 
 

④ 当社株式の取得方法 自己株式の処分による方法または取引所市場（立会外取引を含む）から取得する方法 
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⑤ ①の対象者に付与されるポ

イント総数の上限・ポイン

ト付与基準 

1 事業年度当たり 105,000 ポイント（総数）を上限とし、各役位に応じて付与 

⑥ 交付株式数及び上限 対象期間につき付与され累積した基準ポイント数に業績係数（中期経営計画の業績目

標の達成度に応じて 0～150％の範囲で決定される係数）を乗じた数の上限は

105,000 ポイント（105,000 株相当）に対象期間の年数を乗じたポイント数に相当

する株式数 

⑦ ①の対象者に対する当社株

式の交付時期 

原則として退任時 

 

 賞与の業績指標 

中期経営計画で掲げた財務目標等を業績指標として設定し、対前年改善度及び計画達成度で評価しています。賞与の算

定方法は、業績指標ごとにあらかじめ定めた方法により支給率に換算した上で、各業績指標を下表の評価ウェイトに基づ

き加重平均し、これに役位別の月額報酬に一定数を乗じた数を乗じて算定しています。 

 

 業績指標 

区分 営業利益 ROIC 海外売上高 海外営業利益率 

対前年改善度 35.0% - - - 

計画達成度 35.0% 7.5% 10.0％ 10.0% 

※ 上記以外に B2B2X プロジェクト数の計画達成度を評価しています。 

 

 取締役及び監査役の報酬等の総額（2020 年度） 

区分 支給人数（人） 
報酬等の総額 

（百万円） 

報酬等の種類別の総額 

固定報酬（月額報酬） 

（百万円） 

業務連動報酬（賞与） 

（百万円） 

監査等委員でない取締役 15 355  286  69  

監査等委員である取締役 4 85 85 - 

監査役 4 25  25 -  

合計 23 466  397  69  
 

※1 役員ごとの連結報酬等の総額等については、1 億円以上である者が存在しない為記載していません。 

※2 上記には、2020 年 6 月 17 日開催の第 32 回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役 5 人を含んでいます。 

※3 上記には、2020 年 4 月 24 日に逝去により退任した取締役 1 人を含んでいます。 

※4 監査役の報酬額については、2006 年 6 月 22 日開催の第 18 回定時株主総会において、監査役の報酬額を年額 1 億 5,000 万円以内と決議いただい

ています。 

※5 監査等委員でない取締役の報酬額については、2020 年 6 月 17 日開催の第 32 回定時株主総会において、監査等委員でない取締役（11 人）の報酬

額を年額 5 億 8,000 万円以内（うち社外取締役（7 人）分年額 5,000 万円以内）と決議いただいています。 

※6 監査等委員である取締役の報酬額については、2020 年 6 月 17 日開催の第 32 回定時株主総会において、監査等委員である取締役（4 人）の報酬

額を年額 1 億 5,000 万円以内と決議いただいています。 

 

 取締役と従業員の報酬比率（2020 年度） 

 取締役 1 人当たりの報酬と従業員 1 人当たりの報酬比率は、2.8：1 となります。 
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役員・経営幹部の選任・解任 

 

 取締役及び経営幹部の選任・解任に関する方針・手続き

 取締役会は事業内容に応じた規模とし、専門分野等のバランス及び国際性の面を含む多様性（性別、人種、民族性、または

文化的背景等の要素を含む）を考慮した構成としています。 
 

員数/任期 定款の定めに従い 15 人/1 年 
 

選任方針 ・監査等委員でない取締役候補は、当社グループ全体の企業価値の向上の為に、グループトー

タルの発展に寄与する幅広い視野と経験を有し、マネジメント能力とリーダーシップに優

れ、経営センスと意欲のある人財を選任 
 

選任手続き ・取締役候補の選任手続きは親会社、独立社外取締役及び監査等委員である取締役に対し、

取締役会に先立ち、候補者の説明を行い、適切な助言を得た上で取締役会で決議し、株主

総会に付議 

・監査等委員でない取締役候補の選任については、監査等委員会による指名に関する意見陳

述権を適切に運用 
 

経営幹部の解任手続き ・経営陣幹部がその機能を十分発揮していないと認められる場合、親会社、独立社外取締役

及び監査等委員である取締役に対して取締役会に先立ち解任理由等の説明を行い、適切な

助言を得た上で取締役会にて決議し、株主総会に付議 

・監査等委員会による指名に関する意見陳述権を適切に運用 
 

兼職の数 ・取締役は、その役割・責務を適切に果たす為に必要となる時間・労力を取締役の業務に振

り向けており、兼職の数については合理的な範囲としている（取締役の他の上場会社の役

員兼任状況については、事業報告及び株主総会参考書類において開示） 
 

 

社外役員の独立性判断基準、兼務の状況は NTTデータ統合レポート 2021をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ar/ 

 

 監査等委員の選任

監査等委員会は、株主に対する受託責任を認識し、独立した機関として取締役の職務執行を監査し、会社や株主利益を毀損

することのないよう職務を遂行します。監査等委員会は代表取締役及び社外取締役との意見交換会を通じて緊密な情報交換を

行います。 
 

員数 専門的な知見を有する人物を含み、定款の定めに従い 4 人以内 

選任方針 ・監査等委員である取締役候補は、専門的な経験、見識等からの視点に基づく監査・監督が

期待できる人財を選任 

・監査等委員でない取締役の業務執行を公正に監査・監督する観点から、会社法に則り監査

等委員である取締役の過半数を社外取締役から選任 

選任手続き ・監査等委員である取締役の選任議案については、監査等委員である社外取締役が過半数を

占める監査等委員会の審議・同意を経て、取締役会で決議し、株主総会に付議 

兼職の数 ・監査等委員である取締役は、その役割・責務を適切に果たす為に必要となる時間・労力を

監査等委員である取締役の業務に振り向けており、兼職の数については合理的な範囲とし

ている（監査等委員である取締役の他の上場会社の役員兼任状況については、事業報告及

び株主総会参考書類において開示） 

 

監査等委員の兼務の状況、在任期間は NTTデータ統合レポート 2021をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ar/ 
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経営陣による自社株式の保有状況 

 

常勤取締役においては、中長期の業績を反映させる観点から、株式取得制度として、月額報酬並びに賞与の一定額以上を拠

出し役員持株会を通じて自社株式を購入することとし、購入した株式は在任期間中、そのすべてを保有することとしています。

また、業績連動型株式報酬制度として、当社が設定した信託を用いて、毎年 6 月に役位に応じたポイントを付与し、中期経営

計画の終了年度の翌年度 6 月に、業績指標の達成度に応じて業績連動係数を決定し、これに累積ポイント数を乗じて交付する

株式数を算定した上で、退任時に株式の交付を行うこととしています。 

 

親会社を中心とする企業グループの組織の方針 

 

 当社の親会社を中心とする企業グル－プは、地域通信事業、長距離・国際通信事業、移動通信事業及びデータ通信事業を主

な事業内容としています。親会社は NTT グループ全体としての経営戦略を策定し、当社はそれらを踏まえ、自ら経営責任を負

い、独立して事業経営を行っています。 

 当社は、上記事業分野のうちデータ通信事業を営んでおり、公共・社会基盤、金融、法人・ソリューション、北米、EMEA・

中南米の５つの主な事業として、NTT グループ各社と相互に連携しながら事業を進めています。 

 現在、親会社は当社の議決権を 54.19％所有しており、当社の多数株主としての権利を有しています。 

 また、幅広い経営視点を取り入れる為、日本電信電話（株）の従業員（1 人）が当社の取締役に就任しています。ただし、こ

れにつきましては、現時点で独立社外取締役５人が全取締役 15 人に占める割合の 3 分の 1 以上であること等の状況から、独

自の経営判断を妨げるものではないと認識しています。 

 当社の事業運営における重要な問題については、親会社との協議、もしくは親会社に対する報告を行っています。ただし、

日常の事業運営では相互に自主性・自律性を十分に尊重しつつ綿密な連携を保ち、持続的な成長・発展を図り、業績の向上に

努めています。 

 なお、2018 年 11 月に実施した NTT グループの再編後も、当社は現在の経営形態及び上場を維持する為、コーポレート・

ガバナンスへの重要な影響はありません。 

 当社では、事業運営に関する重要な事項については、各社より協議・報告を受けることにより、グループ全体で業務の適正

性を確保することを基本方針としており、当社内にグループ会社との連携責任部門を定めるなど、連携体制を整備しています。 

 

 上場子会社のガバナンスに関する方針

 当社は上場子会社として、国内に（株）エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート、（株）エックスネット、ネットイヤー

グループ（株）を有していますが、当該子会社に関しても、各社の業務を理解し、自主性・自律性、独立性を尊重しつつ、綿

密な連携を保ち、当社グル－プ全体の企業価値の最大化を図り、持続的な成長・発展に努めています。上場子会社の保有意義

は、社会的信用及び人財の確保です。 

 （株）エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマートについては、上場により親会社と競合関係になりえる会社とも協業や資

本提携を成立させることで、Web システム構築基盤及びパッケージ開発・販売事業について、機動的な事業開発が可能となっ

ています。 

 （株）エックスネットについては、上場により親会社からの独立性を確保することで同社の個性を尊重する経営を行い、有

価証券に係る各種サービスについて、機動的な事業開発が可能となっています。 

ネットイヤーグループ（株）については、上場により同社のブランド力を向上させ、デジタル技術を活用したマーケティング

業務の支援事業について、機動的な事業開発が可能となっています。 
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 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策に関する指針

親会社との関係については、相互の自主性 ・自律性を十分に尊重しつつ連携を図るとともに、当該会社との間の取引

等について法令に従い適切に行うこと等を基本方針としています。 

当社は、親会社との間で締結する重要な契約については、法務部門による法務審査を行った上で、意思決定を行いま

す。特に重要な契約については取締役会での承認を必須とし、親会社からの独立した意思決定の確保に努めています。

なお、取締役会は、独立社外取締役 5 人を含む全取締役 15 人で構成され、現時点で独立社外取締役は全取締役の 3 分

の 1 以上を占めています。 

 

大株主の状況は NTTデータ統合レポート 2021をご参照ください。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/ir/library/ar/ 

 

 

 買収防衛策について

 導入していません。 
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内部統制 

 

基本方針と推進体制 

 

NTT データグループは、事業活動に伴って生じるリスクを常に考慮しながら、公正透明な事業活動を効率的に実施する為の

各種対策を講じることを基本方針とし、内部統制システムの構築・整備を推進しています。 

内部統制システムの有効性を評価し、全体的に統括 ・推進する会議体として内部統制推進委員会を、年 2 回定期開催し、財

務報告に係る内部統制システムの有効性の評価におけるステアリングコミッティを年３回定期開催しています。今後もグロー

バルな事業拡大を踏まえ、グループ全体の内部統制の強化に継続して取り組んでいきます。 

 

活動実績 

 

 内部監査の実施状況

NTT データは、業務執行部門から独立した立場で監査を行う監査部を設置しています。内部監査の取り組みとして、2020

年度は、主にビジネスプロセスへの準拠、長時間労働、適正な請負・委任契約、情報セキュリティ等に着目した監査テーマで、

社内各組織及びグループ会社 34 社に対して直接監査を行い、グループ会社 10 社の内部監査活動をモニタリングしました。

また、グループ全体の内部監査の充実を図る為、国内外グループ会社 102 社において統一された監査項目による自主点検を実

施しました。 

更に、社内の各種情報システムから抽出したデータを CAAT*¹ツールを活用して分析を行う兆候監査の取り組みを進め、グ

ループ会社へもその適用範囲を拡大するとともに、不正シナリオの拡充も行っています。2020 年度は当社に加え、国内外グ

ループ会社 45 社に対して適用しています。 

また、財務報告に係る内部統制システムの信頼性の確保に向けて、経営理念や体制、各種規程等の整備状況及び業務プロセ

スにおける運用状況の確認を行うことにより、有効性の評価を行っています。 

今後も、海外を含むグループ会社の内部監査部門及び監査等委員との連携、グローバルな内部監査体制の確立に向けた取り

組みを推進するとともに、内部監査の質的向上・量的拡大を図っていきます。 

＊1 Computer Assisted Audit Techniques の略。コンピュータ利用監査技法と呼ばれる監査実施時の手法 

 

 内部統制に関する教育研修

当社では、内部統制の重要性や方針・考え方に対する社員の理解促進を図る為、年 1 回 e-ラーニングによる「内部統制研修」

をグループ会社含めて実施しています。 
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リスクマネジメント 

 

基本方針と推進体制 

NTT データグループは、事業活動にかかわるあらゆるリスクを的確に把握し、リスクの発生頻度や経営への影響を低減して

いく為、2002 年に全社的な視点でリスクマネジメントを統括・推進する役員を置くとともに、リスク管理部門及び各部門と

グループ会社に CRO・リスクマネジメント推進責任者を配置し、主体的・自主的に対応できる体制を整備しています。 

また、主な重点リスク項目を定め、その目標の達成度・進捗を点検し、各種施策に結果を反映しています。 

毎年 2 回の内部統制推進委員会を実施し、リスク低減に関する施策を討議するとともに、有効性に対する評価等を行い、そ

の結果を取締役会に報告しています。 

 

 

 リスクマネジメント体制 
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リスクガバナンス 

 

当社グループは多岐にわたるお客様・業界に対し世界中で様々なサービスを提供しており、各事業によって事業環境は大き

く異なります。そのため、当社の取締役会は事業本部長等へ大幅に権限委譲を図ることで、お客様との関係や市場環境等に関

連するリスクを適切に把握し、迅速に対応することを可能にしています。 
 

CRO／リスクマネジメント推進

責任者 

・ビジネスリスクの未然防止や重大リスク発生時の対処 

リスク管理区分 ・グローバル統制リスク：グループ全体に影響を及ぼすリスク。社会状況の変化や外部

専門家の意見を踏まえ、内部統制推進委員会で設定 

・拠点統制リスク：地域統括会社等において設定した重点リスク 
 

リスク管理方法等 ・本社、地域統括会社等、個社において事業に関連するリスクを洗い出し、対策を策定 

・グループ全体の状況について、リスク管理部門等が分析・評価・モニタリングを実施 

・「グローバル統制リスク」は、総括的なリスクマネジメントを徹底 

・「拠点統制リスク」は対策の実施状況やリスク発生状況等を踏まえ、評価・改善するサ

イクルを回す 
 

 

リスクマネジメント教育 

 

当社グループでは、グループ全体でリスクマネジメントの徹底を図る為、当社及びグループ会社の新任取締役（監査等委員

を含む）、新任監査役を対象として法的役割等に関する研修を継続的に実施しています。 

2020 年度は、当社の新任取締役に向けて、就任時に会社法、コーポレート・ガバナンスにおける取締役の職務と責任につ

いての研修を実施しました。また、8 月には国内グループ会社役員向けの研修を実施しました。今後も各種研修を継続的に実

施することで、リスクマネジメントへの意識向上や対応能力の強化を推進していきます。 
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多様なリスクへの対応 

 

 特に重要なリスク

 

1：システム開発リスク 

 

 

  NTT データグループの主力事業であるシステムインテグレーション事業では、一般に請負契約の形態で受注を受けてから

納期までにシステムを完成し、お客様に提供するという完成責任を負っています。 
 

顕在化した際

の影響 

 契約内容の曖昧性等による当初想定していた見積りからの乖離や、開発段階に当初想定し得ない技術的

な問題、プロジェクト管理等の問題が発生し、原価増となることがあります。 

不採算案件が発生した場合、想定を超える原価の発生や納期遅延に伴う損害に対する賠償金の支払い等

により、当社グループの経営成績及び財務状況等に大きな影響を及ぼす可能性があり、特に重要なリスク

であると認識しています。 
 

リスクへの対

応策 
システムの完成責任を全うする為、お客様・業務・技術のいずれかに新規性のある大規模案件を対象に

NTT データ内の第三者組織による提案準備段階における提案内容の実現性確認・契約内容の明確化等のリ

スクへの早期対応、受注時計画や原価見積の妥当性審査と納品までのプロジェクト実査を行っています。

さらに、お客様・業務のいずれかに新規性のある一定以上の規模の案件はグループ会社の案件も含めて「高

リスク案件」として選定し、進捗や課題の状況、リスクとその軽減策を定期的に把握・管理するなど、不採

算案件の抑制に努めています。 
 

2：出資・M&A に関するリスク 

 

 

 当社グループは、新技術やソリューション、開発リソースの獲得及び戦略的パートナーシップの構築等を目的とし、国内

外の企業・組織への出資を実施しています。また、Global 3rd Stage の達成に向けては M&A を重要な手段のひとつと捉え、

グローバル成長の推進力として M&A を活用しています。M&A の実施にあたっては、NTT データグループと共通の価値観・

親和性を持っていることを最重要視し、主に Geography（重点地域）、Offering（サービス提供力）の観点から、当社グルー

プとのシナジー効果の実現性の見極めを実施しています。 
 

顕在化した際

の影響 

特に海外の出資先において法的規制、税制、商習慣の相違、労使関係、各国の政治・経済動向等の要因に

より、NTT データグループの適切なコントロールが及ばず事業運営を円滑に行うことが困難となった場合

や出資先に対し NTT データグループとのシナジー効果を十分に発揮できず売上や利益が想定を大きく下回

るなど、期待したリターンが得られなかった場合、のれん等の減損処理を行うなど、NTT データグループ

の経営成績及び財務状況に大きな影響を及ぼす可能性があり、特に重要なリスクであると認識しています。 
 

リスクへの対

応策 
M&A の意思決定時には、投下資本利益率（ROI）等の指標を用いた投資対効果の評価や、第三者評価に

よる財務健全性の評価等を判断要素としています。 

特に重要なリスクと認識している、NTT データグループの適切なコントロールが及ばず事業運営を円滑

に行うことが困難となるリスクについては、出資時の意思決定において、社内ビジネス部門及びファイナ

ンシャルアドバイザ・会計士・弁護士等外部有識者によるビジネス面に着目したデューデリジェンスと、出

資先のカントリーリスクを踏まえたコンプライアンスに着目したデューデリジェンスの実施を必須とし、

発見された各リスクの検証、対応策を踏まえた意思決定を実施することにより、当該リスクの低減に努め

ています。  

 また、NTT データグループとのシナジー効果を十分に発揮できず売上や利益が想定を大きく下回るなど、

期待したリターンが得られないリスクについては、NTT データグループとのシナジー創出による買収先会

社の継続的成長を重要視し、案件の規模や内容に応じてロングタームインセンティブやアーンアウト等の

スキームを活用しています。加えて、意思決定時に M&A 実施後の統合プロセス（PMI）計画の作成を必須

とし、M&A 効果の最大化に向けた統合プロセスを早期から実施することにより、当該リスクの低減に努め

ています。 

 上記のような対応策により、当該リスクが NTT データグループの経営成績及び財務状況に大きな影響を

与えることのないよう、入念な検証及び適切なガバナンス態勢の構築を行うことで、リスクの顕在化防止

に努めています。 
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3：情報セキュリティに関するリスク 

 

 

 NTT データグループは業務遂行の一環として、個人情報や機密情報を取り扱うことがあります。これらの情報について、

サイバー攻撃等による情報セキュリティ事故のリスクがあります。直近では新型コロナウイルス感染症に関連した標的型

メール、フィッシングによる攻撃や、急速に普及拡大するテレワークやオンライン会議の脆弱性を狙ったサイバー攻撃が急

増しています。また、高度な標的型のサイバー攻撃に関して企業や政府機関等組織への攻撃を目的として、その委託先を標

的にする攻撃手法が活発化しています。社会的に重要なインフラ等を支える顧客を抱える当社にとってサイバー攻撃は特に

重要なリスクであると認識しており、顕在化の可能性は日常的にあると認識しています。 
 

顕在化した際

の影響 

当該リスクが発生した場合、NTT データグループの社会的信用やブランドイメージの低下、発生した損

害に対する賠償金の支払い、法的罰則等により、NTT データグループの経営成績及び財務状況等に大きな

影響を及ぼす可能性があります。 
 

リスクへの対

応策 
当該リスクを低減する為、当社は、情報セキュリティポリシーや個人情報保護方針を制定し、情報技術

の進歩や社会情勢の変化に応じて、見直しや改善を実施しています。 

 また、NTT データグループセキュリティポリシーを制定し、グループ全体で情報の安全な流通に努めて

います。このほか、「情報セキュリティ委員会」のもと、外部の脅威動向と全社の活動状況、課題点を把握

し、必要な施策を決定しています。さらに、サイバー攻撃防止・検知の為のソリューションの導入、お客様

と当社とのネットワーク環境の分離、24 時間体制の監視運用を行うとともに、インシデント発生時の緊急

対応の為の CSIRT 組織として「NTTDATA-CERT」を設置しています。 
 

4：コンプライアンスに関するリスク 

 

 

 NTT データグループはグローバルに企業活動を展開しており、海外事業の拡大に伴い、国内だけでなく、海外の法令を遵

守する必要が生じています。各国の法令の中には、当該国内における企業活動について適用されるだけではなく、EU の

GDPR＊1 や米国の FCPA＊2 等、当該国の域外においても適用される法令があり、NTT データグループはこれら域外適用法令

も遵守する必要があります。 
 

顕在化した際

の影響 

これらの法令に違反した場合は多額の制裁金や当局対応に要する費用の支払いが必要となる可能性があ

ります。このほかにも、会計基準や税法、取引関連等の様々な法令の適用を受けています。不正な会計処理

やサプライチェーン上における不正や横領等といった法令違反が発生した場合は、当該不正等による損害

はもとより、課徴金の支払い等が必要となる可能性があります。 

 さらに、このような法令違反が発生した場合は、費用の支出といった経済的損失のみならず、社会的信用

やブランドイメージが大きく毀損され、NTT データグループの経営成績及び財務状況等に大きな影響を及

ぼす可能性があり、特に重要なリスクであると認識しています。55 カ国・地域、約 14 万人（2021 年 3 月

31 日現在）で事業運営をしている状況においては、これらのリスクが発生する可能性を完全には否定でき

ません。 
 

リスクへの対

応策 
NTT データグループでは、法令違反等のリスクの顕在化を未然に防ぐ為、企業倫理の確立による健全な

事業活動を基本方針とする「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」を制定の上、適法性、財務報告の

適正性を確保する為の内部統制システムを構築しています。また、国内においては公務員等への接待贈答

の禁止、不適切な接待贈答の禁止、違反時の処分等を規定した「贈収賄・腐敗防止規程」を定めています。

加えて、グローバルコンプライアンスを推進する担当組織を設置し、役員・社員への教育啓発活動の実施、

関連組織との連携による内部統制の運用徹底・改善の取り組みを通じて、グループでのいっそうの企業倫

理の向上及び法令遵守の強化に努めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊1 GDPR（General Data Protection Regulation）：EU 内の個人情報を扱う際に適用される EU 一般データ保護規則のことです。 

＊2 FCPA（Foreign Corrupt Practices Act）：贈収賄に係る米国の海外腐敗行為防止法のことです。 
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5：システム運用リスク 

 

 

 NTT データグループが提供するシステムやサービスには社会的なインフラとなっているものがあります。これらにおいて

運用中に障害が発生しシステムやサービスが停止すると、お客様業務や一般利用者の生活に多大な影響を及ぼすことがあり

ます。 
 

顕在化した際

の影響 

顧客データの喪失等の問題が発生した場合にはさらに影響は大きくなり、場合によっては発生した損害

に対する賠償金の支払い等により、当社グループの経営成績及び財務状況等に大きな影響を及ぼす可能性

があり、特に重要なリスクであると認識しています。加えて、システムやサービスの運用が滞ることは、

NTT データグループの社会的信用やブランドイメージの低下にもつながります。 

 当該リスクが顕在化する蓋然性は高くはありませんが、皆無とは言えません。特に、市販製品の不具合に

起因する故障は対応に時間を要する場合もあります。 
 

リスクへの対

応策 
NTT データグループでは、システムを安定運用し、継続してサービスを提供できるように、障害発生の

未然防止と障害発生時の影響極小化の両面から、公知の市販製品の不具合情報や対処策情報の積極的な収

集と周知、過去発生した障害の原因分析結果及び再発防止策の社内共有、チェックリストを用いた定期点

検、故障発生時の連絡体制の構築や障害発生対応訓練等の様々な活動を実施しています。 
 

6：大規模災害や重大な感染症等に関するリスク 

 

 

 NTT データグループが提供するシステムやサービスには、社会的なインフラとなっているものもあることから、行政のガ

イドラインに準拠した事業継続の為の体制整備や防災訓練のほか、従業員の安否状況確認等を適宜実施しています。 
 

顕在化した際

の影響 

巨大地震や気候変動、その他の大規模な自然災害等が発生した場合、システムや従業員等の多くが被害

を受けることでサービスの提供が困難になり、お客様業務や一般利用者の生活に多大なる影響を及ぼすこ

とがあります。その結果、NTT データグループの社会的信用やブランドイメージが低下するおそれがある

ほか、多額の復旧費用等により、NTT データグループの経営成績及び財務状況等に大きな影響を及ぼす可

能性があり、発生を予見することが困難ではありますが起こりうるリスクと認識しています。 

 また、新型コロナウイルス感染症のような大規模な感染症等の発生によって、従業員等の感染や、感染拡

大防止の為に従業員が出社できなくなること等によってシステムやサービスの提供が困難になることがあ

ります。 

 更に、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、国内及び海外の経済は依然として厳しい状況にあ

り、当社事業に大きなリスクを生じさせる可能性があります。具体的には、製造業・航空業・旅行業等にお

ける消費の落ち込みや金融機関における信用コストの増大等に起因するお客様企業の経営状況の悪化によ

る IT 投資の抑制・先送りや既存案件の規模の縮小、政情不安が誘発されることによる環境変化等により、

新規での営業活動の停滞や、デジタル等先進案件、コンサルティングビジネスの減少、世界的な景気の減速

に伴うお客様企業からの支払い猶予の要請等による当社グループのキャッシュフローの悪化等のリスクが

想定されます。これらリスクの先行きを正確に見通すのは困難でありますが、当社グループの経営成績及

び財務状況等に影響を及ぼす可能性があると認識しています。 
 

リスクへの対

応策 
被災時における事業継続については、従業員等の安全の確保と事業の継続を目的として、一定の基準を

超える災害発生時には事業継続計画を発動し、代表取締役社長を執行責任者とする体制により、臨機応変

な対応を行います。また、新型コロナウイルス等の感染症対策としては、オンライン環境の増強を進め、オ

ンラインで可能な業務はオンラインで実施するなど、社員や協業者の安全確保と事業遂行のバランスを考

慮し、オンラインとリアルのベストミックスな働き方改革を推進しています。  

 また、新型コロナウイルス感染症によるビジネスへの影響に対しては、例年以上にお客様の状況把握に

努めるとともに、特にキャッシュフローについて各社のきめ細かな状況把握に尽力し、いち早くリスクの

顕在化時の資金手当等が可能となるように取り組んでいきます。 

 なお、一方では従来以上に、お客様の働き方改革やそれに伴う IT 投資、デジタル化のニーズが顕在化す

る可能性もあり、従来の取り組みを通じて得た、デジタル等先進技術に関するノウハウやインダストリー

の知見を最大限活用し、お客様・社会全体のデジタル化への貢献を通じて事業拡大に取り組んでいます。 
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ESG重要課題 

情報セキュリティの徹底／データプライバシーの保護  

 

基本方針と推進体制 

 

NTT データグループは、「情報の安全性の確保」と「情報の積極的な活用・共有」を適正なバランスで両立させることが重

要と考え、ルール策定や情報セキュリティ教育 ・啓発活動等の「人的対策」、情報漏えい対策ソリューションやシンクライアン

トパソコンの導入といった「技術的対策」の両軸から、様々な対策を実施しています。 

また、グループ全体で知識・ノウハウを共有する為に、国内グループ会社とは情報セキュリティ推進者フォーラム、海外統

括会社とは Global CISO Conference 等を通じてグループ内のナレッジの流通を促進し、グループ一体となった情報セキュリ

ティガバナンスの確立に取り組んでいます。 

 

 方針

当社グループは、「NTT データグループセキュリティポリシー（GSP）」を制定しています。GSP では、情報漏えいや情報の

不正利用等の深刻なセキュリティ侵害から情報資産を守る行動基準、情報の積極的活用 ・共有を図る行動基準を定めています。

個人情報保護についても GSP にて各社の方針、ガイドラインを定め、そのルールにしたがって適切に取り扱うことを求めてい

る為、当社グループ全体で個人情報は適切に保護されます。これらの行動基準には、業務を委託するパートナー企業も範囲に

含め、情報資産の適切な取り扱いを実現しています。 

また、国内グループ会社には、改正個人情報保護法等に対応する「NTT データグループ日本地域個人情報保護規程（JPP）」、

「NTT データグループ日本地域個人情報管理方法ガイドライン（JPG）」を制定し、適切に個人情報を取り扱う為に遵守すべき

項目と実践する為の手順を定めています。 

 

 推進体制

 

グローバルガバナンス 

当社グループでは、2006 年度から NTT データグループセキュリティポリシー（GSP）に基づく情報セキュリティの徹底を

図っています。当社グループの海外拠点に対しても GSP を適用しており、2012 年度からは北米（NDS）、EMEAL 地域（EMEAL）、

APAC 地域（NDAP）、China（NDCI）、Business Solutions の 5 つの地域の統括会社を軸とした情報セキュリティ推進体制を

構築し、ベースラインの統一と地域別の柔軟性を両立した運営を行っています。 

 

グローバルセキュリティを支える連携 

情報セキュリティのグローバルガバナンスを徹底する為に、本社、地域統括会社等、個社に配置される情報セキュリティ運

営組織の 3 層からなる情報セキュリティガバナンス体制を整えています。 

各層の情報セキュリティ運営組織は、情報セキュリティポリシーの維持・整備、施策のモニタリング、インシデント防止の

為の予防措置活動及び緊急時の司令塔の役割を担い、緊密に連携を図っています。 
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 NTT データグループのセキュリティガバナンス体制 
 

 

 ＮＴＴデータのセキュリティガバナンス体制 
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 情報セキュリティガバナンスにおける主な体制と取り組み 

 

 監査・モニタリング体制 

 

 内部監査体制 

 

 

 

 

 

技術総括担当役員／個人情

報保護管理者（責任者） 

全体的な視点で情報セキュリティマネジメントを推進する役員を置き、情報セキュリティガバナン

スを確立 

※ 技術総括担当役員はセキュリティ（CISO）技術開発・研究（CTO）、購買、品質保証、情報管理・知財（CKO）、

セキュリティ（CISO）、及び社内システムを総括する分掌を総括する 
 

情報セキュリティマネジメ

ント組織 

【会議体】［評価・方向付け］ 

・情報セキュリティ委員会 

技術総括担当役員を委員長とし、各事業部門のトップで構成。全社の活動状況と課題点を把握・

評価し、グループの情報セキュリティ戦略を決定 

【組織】［推進・モニタリング］ 

・情報セキュリティ運営組織（本社） 

各地域統括会社への情報共有を行うとともに、各地域統括会社の統制状況を定期的にモニタリ

ングにて把握し、統制レベルの維持及び向上に向けた支援を実施 

・情報セキュリティ運営組織（地域統括会社） 

本社から展開されたセキュリティの方針及び施策推進計画をもとに、各地域の特性や事情を考

慮したガバナンス体制を構築・運用 

・情報セキュリティ運営組織（個社） 

地域統括会社の要請する方針やセキュリティ戦略及び個社の情報セキュリティ委員会の決定

事項をもとに、ガバナンス体制を確立し、情報セキュリティ施策を推進 
 

グループ会社間の情報共有 ・Global CISO Conference 

当社が主催し、各地域統括会社の CISO を含むキーパーソンが参加。各地域統括会社及び本社間

の情報共有及び連携を強化 

・情報セキュリティ推進者フォーラム 

当社が主催し、国内グループ個社の CISO・情報セキュリティ推進責任者が参加。グループの情

報セキュリティ戦略と施策方針を共有 
 

監査・モニタリング体制 ・NTT データグループセキュリティポリシー（GSP）に基づく情報セキュリティの徹底による国内

外のグループ会社を含めた監査・モニタリングの体制の確立（2006 年度～） 

・3 つの視点によるセキュリティ監査の推進。今後は、基本動作の徹底を図りつつ、不正行為への

対応に更に注力 

1. 基本動作の徹底：GSP に基づく組織の安全管理状況及び個人情報を扱うシステムの安全管理

状況を確認 

2. 外部からの不正への対応：高度化・複雑化するサイバー攻撃に対応する為、グループ会社の

システム的な対策状況を確認 

3.  内部の不正への対応：内部不正の防止に取り組み、システムの対策状況を確認 
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 セキュリティインシデントの防止、検知、対応

当社グループでは、平時の活動を通じて情報セキュリティインシデント*1 の発生を未然に防止するとともに、インシデントを

早期に検知し、緊急対応を迅速かつ正確に行う為の組織内 CSIRT として「NTTDATA-CERT」を運営しています。 

＊1 マルウェア感染や不正アクセス、情報漏えい等、情報管理やシステム運用に関してセキュリティ上の脅威となる現象 

 

新たなセキュリティリスクに備えた活動 

最新の攻撃手法やインシデントの発生状況等、セキュリティに関する広範な情報収集・情報分析・情報発信をはじめ、通信

監視、緊急対応、研究開発、外部連携を実施しています。 

 

内外と連携した幅広い活動 

当社グループ内の活動にとどまらず、グローバルな CSIRT のコミュニティである「FIRST*²」に加盟し、JPCERT コーディ

ネーションセンター（JPCERT/CC）や日本シーサート協議会（NCA）に加盟している各社の CSIRT 等、外部のセキュリティ

組織と幅広く連携することにより、迅速なセキュリティ関連情報の共有を行い、情報セキュリティ事案の早期検知・早期対応

を実現しています。 

＊2 Forum of Incident Response and Security Teams の略。政府機関、教育機関、企業等の 592 の CSIRT チームから構成されるグローバルなコ

ミュニティ（2021 年 7 月 29 日時点） 

 

OSINTを活用したCSIRT運営 

政府の公式発表やマスメディアによる報道、論文 ・技術資料等、合法的に入手できる情報を積極的に活用するオープン・ソー

ス・インテリジェンス （OSINT）のアプローチを NTTDATA-CERT の運営に採用しています。日々収集した情報は NTTDATA-

CERT の情報分析専門家がセキュリティ動向を分析、予測して、当社グループ各社へニュースや四半期レポートとして報告さ

れるほか、サイバー攻撃監視の強化や当社グループのセキュリティ戦略・対策に活用しています。 

 

インシデント対応ワークショップの実施 

情報セキュリティインシデントが発生した場合に、組織的で速やかな対応を行い、影響を最小限に抑えてインシデントを終

息できるよう、国内グループ会社に対してワークショップを実施しています。「NTT データグループ日本地域における情報セ

キュリティインシデント対応基準」をもとに、インシデント発生から終息までに行うべき行動の学習と、当社グループで過去

に発生したインシデント事例を使った演習を通して、サイバー攻撃の適切な対応方法を習得しています。 

 

情報セキュリティ戦略 

 

当社グループが「お客様の変革パートナー」であり続ける為には、「NTT データグループセキュリティポリシー」の目的で

ある「情報の安全性確保」と「情報の積極的活用・共有」を両立・実践することが不可欠です。 

当社グループでは、グローバルで直面するセキュリティリスクを把握し、確実に対応する為、セキュリティガバナンスへの

取り組みを強化して実施しています。 

2020 年度は「グローバルセキュリティ基盤」の安定運用、「重大なインシデント発生時の確実なエスカレーション」への取

り組みに加えて、「グローバルセキュリティ基盤」の強化を行いました。 

 

 グローバルガバナンス成熟度向上

当社グループでは、各地域統括会社が直面するセキュリティリスクの状況を集約し、グローバルのグループ会社全体で重

点的に取り組むべきセキュリティ対策を決定するプロセスを確立し、運用しています。また、各地域統括会社の CISO を含

むキーパーソンが一堂に会する Global CISO Conference を定期的に開催し、各地域統括会社及び本社間の情報共有及び連

携を強化しています。 

 

 グローバルセキュリティ基盤

高度化するサイバー攻撃に対抗する為、当社グループ共通のセキュリティ基盤を構築・運用しています。このセキュリティ

基盤によりインターネット接続点を集中管理し、当社グループ全体で高いセキュリティレベルを保っています。また、万一外
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部からネットワークに侵入された場合にもほかの地域への拡散を防ぐ為、当社グループの国内及び海外拠点間の遮断も可能

です。更に、APT と呼ばれる高度なサイバー攻撃を検知可能とする為の高度なログ分析ソリューションを備えています。ま

た、2020 年度は第二期グローバルセキュリティ基盤として、メールセキュリティ強化、クラウドセキュリティ強化（ゼロト

ラスト対応）を行いました。 

 

 重大なインシデント発生時の早期エスカレーション

重大なインシデント発生時の早期検知と報告対応を確実に実施する為、当社グループの国内及び海外拠点のインシデント

対応組織を階層的に整備し、現場による即応力と、高難度インシデントへの対応力を確保しています。また、グループ内の

ルールで役割・責任、報告基準を明確に定め、重大なインシデント発生時には、当社グループの国内及び海外の個社から地

域統括会社等を介し、本社へ速やかな報告が確実に行われる体制を維持しています。 

※2020 年度、「（株）NTT データ お客様情報対応窓口」で受け付けた顧客プライバシーの侵害及び顧客データの紛失に関して具体化した不服申し立

てはありませんでした。 

 

活動実績 

 

 安全・安心な商用システムのセキュリティを確保

昨今、情報システムのセキュリティ不備（脆弱性）を突いた不正アクセスによる個人情報や機密情報の漏えい、ランサム

ウェアによる脅迫等の被害が多発しています。こうしたサイバー攻撃は、対処方法が知られた「既知の攻撃」に加え、ソフ

トウェア開発者やシステム開発ベンダですら気づいていない脆弱性を悪用した攻撃も増加しており、このような「未知の攻

撃」についても考慮したセキュリティ対策をシステム全体にわたって抜け漏れなく行うことが求められています。 

当社グループでは、最新のセキュリティ技術動向、脆弱性情報をグループ内で迅速に共有するとともに、システム構築や

運用において、必要なセキュリティレベルを確保する為のプロセスを組み込み、システムが必要なセキュリティレベルを確

保できる仕組みを整備しています。構築したシステムは、セキュリティ専門家によるセキュリティ診断を定期的に行い、新

たに発見される脆弱性に適切に対応するなど、継続的に安全・安心なシステム・サービスの提供に努めています。 

 

 総合的なセキュリティ管理により安全・安心なシステム環境を提供

当社グループは、豊富な経験と実績から得たセキュリティノウハウを結集し、お客様のビジネス構造の変化に合わせた最

適な解決策を提案しています。 

例えば、グローバル拠点も含めたセキュリティガバナンスの構築、重要な情報を取り扱うシステムに必要とされる高レベ

ルなセキュリティ技術、新しい働き方を促進する為の安全なリモートワーク環境を実現する最新のセキュリティメソッド等

をご提供します。 

近年、日々高度化する標的型攻撃や内部不正による情報漏えい等、「防御」のセキュリティ対策をすり抜けるリスクが発生

する前提での備えが重要になっています。被害を局所化する為には、攻撃の確実な「検知」と速やかな「対応・復旧」が求め

られます。セキュリティコンサルティングによってリスクを 「特定」し、リスクを 「抑止」「防御」する為に必要なソリュー

ションやサービスを提供、更には「検知」「対応・復旧」の為に、UEBA*1、EDR*2 サンドボックス*3、SIEM*4、SOC*5、CSIRT*6

等の構築サービスや運用監視サービスを提供することにより、お客様のセキュリティ対策支援サービスを強化しています。 

＊1 User and Entity Behavior Analytics の略。平常時の人やものの振る舞いを機械学習し、通常と異なる動作と判断された処理をアラートとして

通知するソリューション 

＊2 Endpoint Detection and Response の略。パソコンやサーバ等エンドポイントを監視し、インシデントの検知やその後の対応プロセスを統合的

に管理できるソリューション 

＊3 保護された仮想領域内でプログラムを動作させることで、マルウェアの検知を行うソリューション 

＊4 Security Information and Event Management の略。セキュリティ機器単体では発見困難な不正アクセスの痕跡や兆候を検知・分析・可視化

するソリューション 

＊5 Security Operation Center IDS/IPS の略。ファイアウォール、DB ファイアウォール、WAF 等を総合的に監視・運用する拠点や体制 

＊6 Computer Security Incident Response Team の略。セキュリティ専門家から構成されるインシデント対応を行う為の組織。セキュリティイン

シデント、セキュリティ関連技術、脆弱性等の情報を収集・分析し、有効な対策や訓練の実施等の活動を行う 
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 情報セキュリティ教育・啓発

当社グループでは、社員やビジネスパートナー、協働者に対して、個人情報保護の方針や「NTT データグループセキュリティ

ポリシー」に記載されたルールの理解、情報セキュリティを意識した行動の理解を促す為に、e-ラーニングや座学教育等の情

報セキュリティ教育を実施しています。2020 年度も社員一人ひとりに情報セキュリティの基本行動を徹底させる為、各種施

策を継続して実施しました。 

 

 2020 年度に NTT データで実施した情報セキュリティ教育 
 

対象者 実施形態 受講者数 

全社員 情報セキュリティ・個人情報保護教育 

（e-ラーニング） 

目標 対象者 100％修了（11,821 人） 

実績 対象者 100％修了（11,821 人） 

各階層 情報セキュリティ講話（座学教育） 人事本部で実施（階層研修プログラムとして組み込み） 

セキュリティ社内資格者向け教育（e-ラーニング） 対象者に教材をオンライン提供 

協働者 個人情報保護導入教育/ 情報セキュリティ教育（e-

ラーニング） 

目標 当社システム登録者 100％修了（31,407 人） 

実績 当社システム登録者 100％修了（31,407 人） 

情報セキュリティ教育ハンドブック 新規協働者にダウンロード提供 

 

 2020 年度に実施した主なグループ会社の情報セキュリティ教育 
 

対象者 実施形態 受講者数 

グループ会社社員・

協働者 

・GSP セキュリティ教育・個人情報保護教育 

・（e-ラーニング）（3 言語） 

国内グループ会社 67 社 32,817 人 

※ 上記のほか、海外グループ会社向けには各地域統括会社の配下で情報セキュリティ教育を実施 

 

 認証取得状況 

 

 NTT データグループAI指針の策定とAIガバナンス活動

 当社では、人間と AI （人工知能）が共生する「より豊かで調和のとれた社会」の実現に貢献する為、2019 年 5 月に「NTT

データグループ AI 指針」を策定しました。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2019/052900/ 

 

 その後、2020 年 7 月に「AI 開発プロセス」の策定、AI 案件への適用を開始し、2020 年 10 月には「AI 品質アセスメント

サービス」を試行開始するなど、AI ガバナンスに関する取り組みを拡大・継続してきました。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2020/063000/ 

 

 2021 年 4 月には、上記に加え、外部環境の変化を先取りし、適切な対応を可能とする為、社外有識者によって構成される AI

アドバイザリーボードを設置しました。①AI に関与する当社幹部層との意見交換（年 1 回）、②AI に関与する実務層向けの勉

強会（年 4 回）を実施しています。当社は AI を単なる効率性確保の手段として利用するのではなく、十分にセキュリティや

プライバシー等の人権に配慮することで、お客様を含めたすべての関係者が AI のメリットを安心・安全に享受できる AI 社会

の実現の為に活用していきます。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/news/release/2021/041901/ 

 

 

  

認証取得 

2021 年 3 月 31 日 

現在 

 

・情報セキュリティマネジメントシステム（ISMS）認証取得 

日本国内で NTT データを含め 45 社 

・ISO/IEC27001 認証取得 

欧州、中国、インド等の海外の複数のグループ会社で取得 

・一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）からのプライバシーマークの使用許諾 

NTT データを含む 40 社 
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ESG重要課題 

災害リスクへの対応 

 

基本方針と推進体制 

NTT データグループは、社会基盤を支える情報システムやサービスを数多く提供しており、災害時にシステムダウンやサー

ビス中断が発生すると、社会や人々の生活に甚大な影響を及ぼします。そのため「災害時 Business Continuity Plan（BCP）」

や、社会インフラにかかわるシステム・サービスの 「コンティンジェンシー・プラン」の整備と継続的な改善に努めています。

直近では、Covid-19 パンデミック下での感染拡大防止対策や、テレワークでの働き方が主になる中で大規模震災等があった

場合も想定した対応等を進めています。 

 

 地震等大規模災害における対策の実施体制 

 

 

 

 

マネジメント推進責任者 社長 
 

マネジメント体制 ・執行責任者の社長は災害対策の方針及び災害対策施策を決定 

・運営責任者及び運営責任者補助者の総務部長及び災害対策室長は、災害対策に必要なプロ

セスの確立、実施及び維持を確実にし、本社災害対策本部における災害対策プロセスの計

画、実施、評価及び継続的改善を行う 

・事業本部等においては、主管責任者である責任組織単位の長がその権限及び業務の範囲内

で責任を負い、各事業本部等の災害対策本部等における災害対策プロセスの計画、実施、

評価及び継続的改善を行う 
 

計画・体制 ・当社では、「災害時 BCP」や「コンティンジェンシー・プラン」を整備 

・災害リスクの最小化に向けた各種訓練の実施：全社員向けの安否確認訓練や本社災害対策

本部の設置等全社レベルの訓練にとどまらず、各組織等が業務に沿った個別訓練を実施 
 

認証取得 

2021 年 3 月末時点実施 

・国際規格 ISO22301：2019 による BCMS 認証を取得 

・データセンタの建物、電力、空調、セキュリティ等のファシリティ保全業務は情報システ

ム運用に重要な基盤業務であることから、全自社ビルにおいて事業継続マネジメントの認

証を取得し、大規模地震や広域停電発生時等のインシデントに対応できる体制を整備 
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活動実績 

 

 「予防」「障害発生時の対応」を重視したシステム障害対策

当社グループは、社会を支える数多くの大規模システムを手掛ける IT 企業として、「予防」と「障害発生時の対応」の観点

から、ITIL（Information Technology Infrastructure Library）・ISO20000 等を参考にした網羅的な観点での点検や、障害

発生時の対応ノウハウの展開及びそれらを通じた IT サービスマネージャーの育成等、徹底したシステム障害対策を進めてい

ます。災害時において当社及び当社グループの事業を継続させる為には、各組織ができるだけ早く業務復旧に着手し、短時間

で目標レベルまで業務を回復させる必要がある為、事業継続計画を定め、教育・訓練及び災害時事業継続計画書の定期的な見

直しを実施しています。 

また近年、セキュリティ侵害に伴う障害が社会的な問題として注目されつつあります。当社グループとしても、継続的に対

策の刷新・強化をしていきます。 
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ESG重要課題 

コンプライアンスの徹底 

 

基本方針と推進体制 

NTT データグループは、法令遵守にとどまらず倫理的に行動する為の指針を、グループ全体で共有しています。 

企業倫理の根本原則となる 「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」を 「Our Way」のひとつと位置付け、その浸透と

徹底を図っています。また役員及び社員にグローバル・コンプライアンス・ポリシーを浸透させ、法令や企業倫理を遵守する

企業風土を醸成し、社内体制や仕組みの整備を推進するなど、コンプライアンスを徹底しています。 

その活動内容については、毎年開催される、コーポレート総括担当役員を委員長とする「企業倫理委員会」で、報告・議論

を行っています。 

また、2019 年度にはグローバルコンプラアンス担当を新たに設置し、よりグローバルな視点でのコンプライアンス強化を

図っています。 
 

 

活動実績 

 

 コンプライアンス・アセスメントの実施

当社グループは、コンプライアンス体制の定着状況の検証や意識向上を目的に、コンプライアンス・アセスメントを国内グ

ループ会社の全社員に実施しています。 

このコンプライアンス・アセスメントは、不正会計、贈収賄、時間外労働等に関する約 30 項目の設問に回答する形式で実

施され、結果は統計的に分析されます。回答を経年比較することで問題点を明確化し、問題指摘が多い項目については次年度

のコンプライアンス教育のテーマとして重視するなど、更なる企業倫理の徹底・法令遵守の強化に役立てています。 

 

 コンプライアンス教育・啓発

当社グループでは、各種研修を通じて社員のコンプライアンス意識の着実な向上に努めています。職場における課題解決に

向けた教材内容の充実を図り、対象社員への教育を徹底していきます。 

 

 社員を対象にした理解浸透の取り組み

当社グループは、国内グループ会社社員約 40,000 人・海外グループ会社社員約 91,100 人を対象としたコンプライアンス

研修（e-ラーニング等）を実施しているほか、昇格の節目に受講する階層別研修のプログラムとして企業倫理の講義を組み込

むなど、組織やグループ会社のビジネス特性に応じたコンプライアンス関連の研修を実施しています。 

また、事業活動のグローバル化を踏まえ、国際社会における汚職・贈賄の規制強化に対する意識の向上や、競争法法規等の

法改正を踏まえた委託契約の注意喚起等も加え、教育の充実を図っています。更に、当社グループの行動規範である「グロー

バル・コンプライアンス・ポリシー」の更なる理解浸透を目的に、日常の業務における判断に迷いやすい事例等を解説した「身

近なケースに学ぶコンプライアンス NTT データグループ 倫理ガイド」も作成し、社員へ周知するとともに、社内ホームペー

ジに掲載し、いつでも参照・活用できるようにしています。 

 

 

コンプライアンスマネジメント推進責任者 コーポレート統括担当役員 
 

マネジメント体制 コーポレート総括担当役員を委員長とした企業倫理委員会を通じて、企

業倫理の遵守状況を監視するとともに、不祥事・不適切な行動等に対し

ては、原因究明の為の調査分析等を実施しています。 
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 2020 年度の主なコンプライアンス関連研修 
 

研修名 受講者数（人） 割合（％） 

コンプライアンス IBT 研修（e-ラーニング） 約 40,000（国内社員） 99.9 

グローバル・コンプライアンス・ポリシー研修*1 約 91,000（海外社員） 97.2 

階層別集合研修（講話：企業倫理とリスクマネジメント） 約 2,900 99.4 

＊1 新型コロナウイルス感染症の影響により集計が遅延している一部の海外グループ会社を除く。 

 

内部通報制度 

 

当社グループでは、法令・企業倫理等の違反行為を早期に発見し、速やかに是正することで健全な経営を維持する為、社員・

協働者等、当社グループで働くすべての人や取引先から相談・申告を受ける内部通報制度として「ハラスメント・ホットライ

ン」「ホイッスル・ライン」を設置、下記のとおり運用しています。 

 

 内部通報制度の運用

・相談や質問の常時受け付け 

 プライバシーの保護、不利益な取り扱いの禁止、守秘義務を徹底し、総務部人権啓発室に設置した人権問題全般に対する

相談窓口で対応 

・調査結果・是正内容の報告・活用 

 経営幹部や監査役等へ報告し経営にフィードバック 

・グループ内での情報共有による注意喚起と再発防止強化 

 グループ会社に対する通報件数・経年推移等の公開や類似コンプライアンス事案の傾向分析を行い、顕著な事例を共有す

ることによる注意喚起と再発防止の強化 

・違反事案への対処 

 コンプライアンス違反や「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」及び「NTT データグループセキュリティポリシー

（GSP）」等への違反が認められた場合は、グループ各社で定めている懲戒規程等に基づき、減給や出勤停止等の懲戒処分

のほか、ケースに応じて査定（評価）や人事異動に反映 

 

 実績及び報告

2020 年度の通報件数は 78 件でした。 

2020 年度は 2 件の懲戒処分を行いました。 

今後も、内部通報制度の利用促進を図るとともに、類似事象の改善に向けた取り組みを強化していきます。 
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 内部通報制度 通報件数とその内訳 
（件） 

 

2018 年度 2019 年度 2020 年度 

通報件数 通報件数 通報件数 

 

懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 
 

懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 

 懲戒 

処分 

件数 

厳重 

注意 

件数 

全体通報件数 108 2 60 94 4 44 78 2 34 

 

ハラスメント通報件数 79 2 47 70 3 35 54 1 22 

 

コンプライアンス違反 49 2 47 38 3 35 23 1 22 

 

社内ルール違反 49 2 47 38 3 35 23 1 22 

法令違反 

【人権侵害等】 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 30 - - 32 - - 31 - - 

不適切な業務処理通報件数 21 0 9 23 1 9 17 1 7 

 

コンプライアンス違反 9 0 9 10 1 9 8 1 7 

 

社内ルール違反 9 0 9 10 1 9 8 1 7 

法令違反【贈収賄、不

正会計、偽装請負等】 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 12 - - 13 - - 9 - - 

会社経費の私的使用通報件数 5 0 3 1 1 0 2 0 1 

 

コンプライアンス違反 3 0 3 1 1 0 1 0 1 

 
社内ルール違反 3 0 3 1 1 0 1 0 1 

法令違反 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

違反なし 2 - - 0 - - 1 - - 

その他 通報件数 3 0 1 0 0 0 5 0 4 

 

コンプライアンス違反 1 0 1 - - - 4 0 4 

 
社内ルール違反 1 0 1 - - - 1 0 1 

法令違反 0 - - 0 - - 3 0 3 

違反なし 2 - - 0 - - 1 - - 
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 内部通報制度 利用フロー 

 

 ホイッスル・ライン 
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税務戦略、他 

 

税務リスクへの対応 

 

NTT データグループでは、海外グループ会社も含めたグループ全体で税務に関連する法規制等を遵守し、グループ会社の多

国籍化や国際取引の増加によるグローバルな観点での税務リスクへの適切な対応及び管理の重要性の高まりに応えていく為、

税務実務に関する基本指針を定めています。基本指針は地域統括会社等を含む国内外グループ会社への展開を図ることにより、

グループ全体への税務コンプライアンスの維持向上や税負担の適正化をめざしています。 

 

 社員への浸透

税務実務においては、社内規程を整備し社員に対して適切な税務処理に関する指導を行っています。当社グループ（連結子

会社）に対しては税務に関する基本指針を定め、社員の教育、指導及び業務改善により、法令遵守の徹底と税務リスクの低減

に努めています。 

 

 税務当局との関係

適時適切な情報提供や財務処理に関する照会等を通じて、税務当局との信頼関係を築いています。問題点の指摘等を受けた

場合には、税務当局の措置・見解に対する異議申し立て・訴訟等を行う場合を除き、直ちに問題点の原因を解明し、適切な是

正及び改善措置を講じて再発を防止しています。 

 

 納税実績及び報告

当社グループでは、各国・地域の税務関連法令等にしたがい、事業運営に関連する諸税について、適正に納税しています。

2020 年度の法人税等は 48,751 百万円で、税引前利益に対する税負担率は 37.37%でした。 

 

政治政策への対応 

 

国内では政治献金に関して「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」「サプライチェーン CSR 調達ガイドライン」に基

づき対応するとともに、政治資金規正法の遵守を徹底しています。2020 年度の国内の政治献金額は、750 万円でした。 

 

腐敗防止への対応 

 

当社グループでは、腐敗防止に関して「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」に基づき対応するとともに、各国法令

の遵守を徹底しています。2020 年度における汚職と贈賄の事例や係争案件は確認されていません。 

 

不正競争防止への対応 

 

当社グループでは、反トラスト／反競争的慣行に関して「グローバル・コンプライアンス・ポリシー」に基づき対応すると

ともに、各国法令の遵守を徹底しています。なお、国内においては、社内規程として「公正取引規程」を制定し、社内への浸

透を図っており、海外においても、現地法令に基づく取り組みを行っています。 

2020 年度における違反事例や係争案件は確認されていません。 
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ESG重要課題 

責任あるサプライチェーンの推進 

 

基本方針と推進体制 

 

 基本方針

 NTT データグループにおいて、サプライヤとの相互理解、信頼関係の構築こそ、公正な事業活動を行う上で必要不可欠であ

ると認識し、「調達方針」「公正取引規程」を策定し、公正な取引の徹底を図っています。 

 

調達方針 

1. 広く国内外のサプライヤの皆様に対し、公正に競争機会を提供するとともに、相互理解と信頼関係の構築に努めます。 

2. 品質・価格・納期・安定供給を総合的に判断し、ビジネスニーズに即した競争力ある製品・サービスを、経済合理性に基づ

き調達します。 

3. 法令や社会規範を遵守するとともに、社会への貢献の為環境・人権等に配慮した調達を実施します。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/about-us/proc/procurement/ 

 

 推進体制

 

 

 

 

 

 

 

 

人権デューデリジェンス サプライヤに対し、NTT グループサプライチェーン CSR 推進チェックシートによって、一次

サプライヤの人権を含むサステナビリティリスクを毎年評価を実施しています。このチェック

シート（自主評価質問票 SAQ）では、7 つの領域（人権・労働、安全衛生、環境、公正取引・倫

理、品質・安全性、情報セキュリティ、社会貢献）を網羅する 140 の評価項目が含まれており、

例えば人権分野では、結社の自由及び団体交渉の権利行使の遵守をはじめ、児童労働、強制労働

に関してもモニタリングしています。 
 

マネジメント体制  「サプライチェーン CSR 調達ガイドライン」の制定、浸透とともに、CSR 調達に関するアン

ケートの実施によるガイドライン項目の遵守状況の把握により、持続的なサプライチェーンの構

築を推進。 
 

管理区分・手法 ・サプライヤとの相互理解と信頼関係を構築する為に、サプライチェーンの適切な把握・管理を

実施し、約 1,900 社すべての取引に関する支出分析を実施。 

・品質・財務・契約の観点から客観性を持って評価を実施し、サプライヤの適法性に留意し、公

正な取引の徹底を推進。 

・ソフトウェア開発については、ビジネスパートナー制度を運用。取引量、品質、セキュリティ、

経営状況等をもとに実績等も含め評価を実施。優れたサプライヤについては、2 年ごとに「ビ

ジネスパートナー（BP）会社」及び「アソシエイトパートナー（AP）会社」に認定。 

・BP・AP・人財派遣認定会社・ハードウェア/ソフトウェア調達推奨サプライヤ等を「重要取引

先」として選定し（支出割合：全取引先の約 68％、2021 年 3 月末現在）、CSR ガイドライン

に関する説明・同意取得を実施。 
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活動実績 

 

 調達に関するアンケートの実施

サプライヤに対しては、人権や環境への配慮、製品やサービスの品質・安全性の確保等、社会の要請に配慮した調達について

定めている 「サプライチェーン CSR 推進ガイドライン」に関するアンケート調査等を実施しています。2020 年度は全サプラ

イヤの約 62.9%から回答をいただきました。 

また状況に応じて、取り組み状況の確認や課題事項の把握、ガイドラインの浸透を図っています。 

 https://www.nttdata.com/jp/ja/-/media/nttdatajapan/files/about-us/proc/procurement/csr_guidelines.pdf 

 

 「調達方針」の浸透

当社は、購買取引に関する基本的事項を定めた「調達方針」を Web サイト上に公開するとともに、購買契約を適正に実施す

る手続き方法等の社内規程を設けて、公正な取引の徹底及び浸透を図っています。また、お客様やサプライヤとの取引・契約に

関して遵守すべき法令やルール、行動指針等をまとめた「公正取引規程」を 1997 年 5 月に策定し、法改正等に合わせて適宜

改定しています。 

 

 サプライヤとのコミュニケーション

当社では、毎年ソフトウェア開発における重要取引先と相互理解を深め、ソフトウェア開発の品質向上を図るとともに、契

約上の諸問題を未然に防止することを目的に、相互評価 ・面談を実施しています。また、サプライヤ企業との良好な関係を築く

為に、毎年、ビジネスパートナー（BP）会社の経営層が参加する「BP 社長会」を開催しています。 

また 2020 年 12 月開催の BP 社長会では、オンライン形式での開催となったものの、コア BP5 社を含む全 43 社の経営層

が参加し、当社の経営方針や公共・金融・法人の各分野におけるめざす成長の方向性及びソフトウェア開発方針、相互評価結

果、コンプライアンスの徹底や情報セキュリティへの取り組み徹底等について情報共有と議論が行われました。 

 

 Win-Win 関係の構築

当社では、サプライヤとの協業関係を ESG 側面を含めて確固たるものにすることで、価格の適正性、効率的な業務推進、コ

ンプライアンスの徹底、情報セキュリティ等広範にわたる効果を実現できると考えています。ESG 経営についても、サプライ

ヤとの取り組みを進めています。 

BP 会社との良好な関係構築においては、BP 会社における人的リソースの確保や生産性・品質向上にも寄与しており、サプ

ライチェーンとしての競争力確保にもつながっています。特に類似した業務内容に関しては、特定のサプライヤ企業との良好

な関係を構築し、各種手続きの効率化や業務ノウハウを共有することで、高い競争力を持った開発力の維持に努めています。 
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ブランドマネジメント 

 

基本方針と推進体制 

NTT データグループでは、グローバルな事業展開にあたり、適切なコーポレートブランドの認知をめざし、広報活動や調査

を実施しています。 

 

 ブランディング活動方針

コーポレートブランディングの活動にあたっては、これまでの事業経緯を踏まえ、国内外それぞれについて方針を設定して

います。 

1. 海外（グローバル市場） 

NTT データの認知率がまだまだ低い状況を踏まえ、社名や事業内容を知っていただく為の活動を展開し、認知度の向上をめ

ざします。 

2. 国内（国内市場） 

NTT データへの理解・共感を更に高めるとともに、当社の最新技術を通じたお客様との共創により企業価値拡大とブランド

イメージ向上をめざします。 

 

活動実績 

 

 ＮＴＴデータ認知度調査

当社の認知度調査については、主要 9 カ国における認知、事業理解、イメージ醸成の状況をモニタリングしています。統括

会社を置いている海外 4 地域の主要拠点国において、それぞれのマーケット特性を考慮しつつ、事業活動展開の基礎情報とし

て重要な企業認知度を調査しています。調査にあたっては、競合となる企業との差についてもモニタリングすることで、より

有効に事業展開に活用しています。 

 

 主要マーケット国における IT 関与者からの認知度（2020 年 NTT データ調べ）*1 

 

＊1  IT 関与者への調査において「NTT データの社名を見聞きしたことがある」の回答の割合（%） 

 

 宣伝、広告の違反事例

 2020 年度、当社において、景品表示法における違反事例はありませんでした。 
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