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様々な環境変化や経営課題が生じて

います。まず、国内外の IT投資に

ついては、国内は抑制傾向が続く一

方、グローバルでの IT投資は堅調

で、かつお客様のグローバル市場へ

の進出も加速していることから、グ

ローバルビジネスの拡大・充実・強

化は不可欠です。また IT投資の内

容も、私どもが得意としてきた大規

模 SI市場が減少傾向にある一方、

お客様からのサービス化や価格低

減・納期短縮に対する期待がますま

す高まるなど、ニーズが多様化・高

度化しています。このため、国内と

大規模SIに依存してきた事業ポー

トフォリオを変革する必要があると

思っていますし、そうすることによ

って利益額・利益率も改善できると

考えています。さらには、事業の拡

大とともに増えたグループ会社や社

員とともに、グループ規模を活かし

たシナジーの創出、リソースの効率

2009年３月期から2012年３月期ま

で 4期連続で減収となっています。

国内売上高が伸び悩む中、海外売上

高の伸びによって、増収基調を達成

しているという状況です。しかし少

し明るい材料もあり、減少傾向にあ

った単独売上高もここにきて下げ止

まり、来期はほぼ横這いになりそう

です。連結売上高約１兆2,000億円

のうちの、約8,000億円強を国内で

稼ぎ出している現状では、極めて重

要視しています。

このようにNTTデータグループ

を取り巻く状況は大変厳しくなって

きており、「国内依存」、「大規模SI

依存」、「個別最適」の現状に対して、

－はじめに、周辺環境を含めた最

近の事業の状況からお聞かせくださ

い。

椎名 ヨーロッパを中心とした海外

経済の減速や円高の影響などから、

国内景気の回復がなかなか進まない

こともあって、NTTデータグルー

プにも受注高、売上高の減少、値下

げ要請による営業利益の減少などの

影響が出ています。直近の 2012年

３月期の決算状況は、対前年比増

収・増益を達成したとはいうもの

の、残念ながら単独の売上高は

2013年3月期～2016年3月期までの4カ年の新中期経営計画を策定したNTTデータ。①新
規分野拡大・商品力強化、②グローバルビジネスの拡大・充実・強化、③全体最適の追求
の3つの注力分野を柱に、2016年3月期にGlobal TOP5、EPS（Earnings Per Share：1株
当たり純利益）2012年3月期比85％増の20,000円の実現を目指す新中期経営計画につい
て、椎名雅典取締役常務執行役員・グループ経営企画本部長にうかがった。

2016年3月期、“Global TOP5”
と“EPS20,000円”の実現を目指す

㈱NTTデータ　取締役常務執行役員
グループ経営企画本部長

椎名雅典氏

経営課題解決に向け、環境変化に
応じた進化が不可欠に

現状 進化 

個別最適 

国内依存 

大規模SI 
依存 

環境変化と経営課題 

・国内IT投資抑制傾向の継続 

・大規模SI市場の減少 

・グローバルIT投資堅調（特に新興市場） 
・お客様のグローバル市場への進出 
（内なるグローバル化への対応も含む） 

（所有しない経営へ） 
・お客様のサービス化への要求 

・お客様ニーズの多様化・高度化 

・管理費率の高止まり 

・お客様からの価格低減・納期短縮への 
  期待 

・グループ規模の拡大により、シナジー 
  創出、リソースの効率的な活用、ガバナ 
  ンスの強化が急務 

グローバル 
市場へ進出 

多様な 
ITサービス 
の提供 

全体最適 
の追求 

図1 NTTデータグループを取り巻く状況

―はじめに、周辺環境を含めた最近

の事業の状況からお聞かせくださ

い。
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的な活用などが喫緊の課題となりま

す。また、管理費率の高止まりとい

う問題も抱えています。このため、

グループ全体の力が発揮できる筋肉

質な会社に変わる必要があります。

このような経営課題解決に向け、

国内依存⇒グローバル市場へ進出、

大規模SI依存⇒多様な ITサービス

の提供、個別最適⇒全体最適の追求

へと進化することを柱にした 2013

年３月期～ 2016年３月期までの４

年間の新中期経営計画を策定しま

した。

－前中期経営計画の見直しの背景

と、新中期経営計画のポイントをお

聞かせください。

椎名 2009年５月に発表した前中

期経営計画では、国内売上高は市場

成長並みの2.7％の成長率を見込ん

でいました。しかしリーマンショッ

クのインパクトに加え、昨年の東日

本大震災などの影響もあり、国内の

市場成長率はプラスどころかマイナ

スに転じ、当社の国内売上高も先に

お話しした通り年々減少しました。

このようなことから、2013年３月

期の売上高１兆5,000億円という目

標を見直すことにしました。

今回の新中期経営計画の目標につ

いてですが、“Global TOP5”の実

現を目指すという目標自体は、前中

期経営計画から変えていません。大

手調査会社のガートナーグループ

が、ITサービスの領域でのランキ

ングを毎年発表し

ていますが、NTT

データグループは、

5年前は12位でした

が、前期では6位に

まで上昇していま

す。社内外にシン

ボリックな目標を

明示するためにも、

“Global TOP5”の

実現を目指すという目標は変えませ

んでした。もう一つは、企業価値の

向上という観点で、2016年３月期

のEPS（1株当たり純利益）を2012

年３月期対比 85％アップの 20,000

円にするというチャレンジングな目

標を掲げたことです（図２参照）。

－営業利益の目標額でなく、EPS

を企業価値の指標として掲げられた

理由は・・・・。

椎名 株主様にとっては、企業価値

を測る指標として、分りやすいと思

っています。IBMやアクセンチュ

アなどのグローバル企業が採用して

いますし、日本ではJT（日本たば

こ産業）が４月に発表した中期経営

計画で、EPSを重視した取組みを

取りあげています。EPSを向上す

るためには、もちろん営業利益を向

上する必要がありますし、そのため

にも売上高の拡大による利益増や、

原価率の改善、販管費の効率化にも

取り組んでいきます。また、EPS

には、営業外収支も影響してくるた

め、営業外の事業管理の強化にも取

り組んでいきます。
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■ Global TOP5

■ 企業価値の向上 

「国内の大規模SI事業中心の企業グループ」から 
「グローバルで多様なITサービスを効率的に提供する企業グループ」 
へと進化し、規模を活かした最高のサービスをお客様へ提供する。 

事業展開に必要な投資と、財務基盤の更なる健全化を両立できる 
企業体質へと変革を行い、不安定な経済状況下においても持続的 
な成長を実現することで企業価値を向上する。 

EPS 
（2016年3月期） 

20,000 円 
（2012年3月期対比85％up） 

※ EPS（earnings per share） 
一株当たり当期純利益 

図2 新中期経営計画の目標
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“Global TOP5”の実現のため、「国内の大規模SI事業中心の企業グループ」 
から「グローバルで多様なITサービスを効率的に提供する企業グループ」へ。 
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図3 新中期経営計画の位置付けと注力分野

―営業利益の目標額でなく、EPSを

企業価値の指標として掲げられた理

由は・・・・。

“Global TOP5”と
“EPS20,000円”の実現を
目指す新中期経営計画

―前中期経営計画の見直しの背景

と、新中期経営計画のポイントをお

聞かせください。
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図４に取組みの概要を示しますが、

今後深堀りしていきたいと考えてい

ます。１つ目の新規分野拡大・商品

力強化については、新規事業の開拓、

サービスの高度化・多様化、ITコ

スト削減ソリューションの拡大、リ

マーケティング、戦略的R&Dに注

力します。新規事業の開拓について

は、膨大化する情報、少子高齢化、

電力供給不足などの社会的な課題を

ITの力で解決することで、新たな

領域における事業開拓を進めるとい

うものです。代表的な取組みとして、

本インタビューに続く各論のページ

で紹介する「M2Mクラウド」があ

げられます。また、多様な ITサー

ビスの提供や、事業ポートフォリオ

の変革を実現するにあたっては、市

場を再検証し、成長が見込める領域

へのリソース流動を行うことによ

り、新たな成長事業を獲得するとい

うリマーケティングの考え方を基軸

にしています。これは、以前からあ

る“マーケティング”に“リ”を付

けて、市場やお客様の環境変化、さ

らには技術革新などを踏まえ、新し

いマーケットの創造やお客様の開拓

はもちろん、商品やサービスの提供

を再検証していくというなかなか深

い取組みです。具体的な例としては、

法人分野や地域ビジネスなどでの再

検証を始めているほか、全社レベル

でのマーケティング機能の再整理に

も着手しています。

－戦略的R&Dについては、どの

ようなことをお考えですか。

椎名 ソフトウェア開発の方法論や

ソフトウェア自動化エンジンなどに

代表されるソフトウェア生産技術の

向上に注力します。国内外のグルー

プ会社にこのR&D成果を展開する

ことで、競争力の強化が図れると考

えています。また、グローバル

TOPレベルの研究機関や大学と連

携した先端技術の研究開発など、新

規分野拡大・商品力強化のための積

極的な投資も行います。

●NTTグループとの連携強化を含

めグローバルビジネスの拡大・強

化を図る

－2つ目の注力分野であるグロー

バルビジネスの拡大・充実・強化に

向けた取組みとして、どのようなこ

とをお考えですか。

椎名 海外売上高は、全売上高の

16％台まで拡大してきており、事

業の柱の１つとなっていますが、さ

らにそれを拡大・強化していくため

の取組みを展開します。まず、お客

様のグローバル市場への進出のサポ

－目標達成に向けた取組みのポイ

ントをお聞かせください。

椎名 国内IT市場が伸び悩む中で、

図３に示すように、“Global TOP5”

実現のため、「国内の大規模SI事業

中心の企業グループ」から「グロー

バルで多様な ITサービスを効率的

に提供する企業グループ」へと進化

するというのがポイントです。その

ための具体的な取組みとして、

①新規分野拡大・商品力強化

②グローバルビジネスの拡大・充

実・強化

③全体最適の追求

の３つの注力分野に取り組みます。

－3つの注力分野の具体的な取組

み内容をお聞かせください。

●リマーケティングを基軸に、事業

ポートフォリオの変革を図る

椎名 新中期経営計画については、
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“Global TOP5”を目指し、3つの注力分野に取り組む。 

【注力分野①】 【注力分野②】 

【注力分野③】 

新規分野拡大・商品力強化 グローバルビジネスの拡大・充実・強化 

全体最適の追求 

Global 
TOP5

グローバル展開 
ノウハウ・知見共有 

範囲の経済 
（リソースの流動） 

規模の経済 

■新規事業の開拓 
■サービスの高度化・多様化 
■ITコスト削減ソリューションの拡大 
■リマーケティング 
■戦略的R&D

■グローバルレベルでの業務の標準化・効率化・集約化 
■組織の再編・統合の加速 
■リソースの流動化と最適配置 

■地域カバレッジの拡大 
■既進出地域の事業拡大 
■ブランド統一とグローバル市場への浸透 
■グローバル・ソリューションの充実・強化 
■NTTグループと連携しｔが営業力、 
　サービス提供力の強化 

図4 新中期経営計画　3つの注力分野

新中期経営計画の目標達成に向け、
特に3つの分野に注力

―目標達成に向けた取組みのポイン

トをお聞かせください。

―3つの注力分野の具体的な取組み

内容をお聞かせください。

―戦略的R&Dについては、どのよ

うなことをお考えですか。

―2つ目の注力分野であるグローバ

ルビジネスの拡大・充実・強化に向

けた取組みとして、どのようなこと

をお考えですか。

http://www.bcm.co.jp/


ートや、拡大が見込める海外市場の

取り込みを確実に行うために、アフ

リカ・中南米などといった現在ホワ

イトスペースである地域へも拠点を

整備し、カバレッジの拡大を図りま

す。また、すでに進出済みの地域に

ついても市場規模に応じて、NTT

データグループが一定のプレゼンス

を示せるような事業規模を確保する

ことに取り組みます。さらには、本

年４月にグローバルでの組織再編・

ブランド統一を行い、「Global One

NTT DATA」体制を開始しました

が、今後はNTT DATAグループの

実績、信用力をお客様に訴求するこ

とで、グローバル市場における

“NTT DATAブランド”の浸透を図

っていきたいと考えています。加え

て、SAP、テレコムなどNTTデー

タグループが得意技として保有する

ノウハウをグローバル横断チーム

（Global One Team）で共有・横展

開・強化し、お客様のグローバルビ

ジネスを成功に導くためのソリュー

ションの充実・強化や、NTTグル

ープと連携した営業力・サービス提

供力の強化を図っていきます。

－NTTグループとの連携強化に

ついては、どのようなことを視野に

入れていますか。

椎名 NTTグループという観点か

らも、グローバル化は不可欠であり、

ある意味その一翼をNTTデータが

担ってきたともいえます。NTTグ

ループ全体のグローバルビジネスが

100億ドルを突破した現在では、今

まで以上にグローバルでのNTTグ

ループ連携の議論が活発化していま

すし、今後さらに加速されるのでは

ないかと思っています。

具体的な連携方法としては、

NTTグループが保有するデータセ

ンターの活用など、地域ごとに

NTTグループとの情報・リソース

共有を推進し、お客様へのサービス

提供力の強化につなげることを視野

に入れています。

●筋肉質なグループ会社になるため

の全体最適の追求

－3つ目の注力分野である全体最

適の追求に関連した取組みとして、

どのようなことをお考えですか。

椎名 大きく３つの取組みを考えて

います。１つは、グローバルレベル

での業務の標準化・効率化・集約化

です。具体的な取組みは各論のペー

ジで紹介しますが、財務、人事、総

務、購買などの業務をグローバルレ

ベルで標準化・効率化・集約化し、

さらにオフショア拠点（インド・中

国など）を活用することで、間接業

務の効率化を図ります。

２つ目として、組織の再編・統合

を加速します。すでに海外グループ

会社については、世界５つの地域

（米州地域、EMEA、APAC、中国

地域、日本地域）と、ソリューショ

ンを軸としたグループ会社の再編・

統合計画を進めています。これによ

り、ローカル顧客への密着したサー

ビスとグローバル顧客への迅速なサ

ービス提供の実現はもちろん、規模

を活かした営業活動、人材採用、管

理費の効率化および、ガバナンスの

強化を図ります。もちろん国内につ

いても同様に、規模による効率化な

どを考慮し、推進します。

３つ目として、リソースの流動化

と最適配置に注力します。前述した

事業ポートフォリオ変革に向けた取

組みによって開拓された新規事業な

どに合わせて、適時・的確なリソー

ス配分を行い、さらなる成長を促す

ことを考えています。

－最後に、椎名取締役の今後の抱

負をお聞かせください。

椎名 中期経営計画も見直したばか

りですが、現在、NTTデータグル

ープビジョンの見直しにも取り組ん

でいます。NTTデータグループの

社員数は現在６万人弱までに達し、

そのうち海外社員も半数近くを数え

るまでになってきました。いままさ

に次のステージに向かって、新たな

一歩を踏み出すべき時期がきている

と思います。そこで、６万人弱のグ

ループ社員が共有できるビジョンの

見直しに向け、ワーキンググループ

への参加者を募ったところ、グルー

プ会社の社員を含め、66名の有志

の応募を得ました。新中期経営計画

とは違うマインドレボリューション

つながることもあり、「Global One

NTT DATA」と合わせて、積極的

に推進したいと考えています。

－本日は有り難うございました。

（聞き手・構成：編集長　河西義人）
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―最後に、椎名取締役の今後の抱負

をお聞かせください。

―本日は有り難うございました。

NTTデータグループビジョンの
見直しにも着手

―NTTグループとの連携強化につい

ては、どのようなことを視野に入れ

ていますか。

―3つ目の注力分野である全体最適

の追求に関連した取組みとして、ど

のようなことをお考えですか。

http://www.bcm.co.jp/
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