
2013年３月期の決算発表前とな

るため、第３四半期までの状況とな

るが、全体としては通期計画達成に

向け順調に進んできたと考えてい

る。特に4期連続で減収となってい

る単体業績については、受注高は前

年同期比増加で、売上高も前年同期

比若干の減少ではあるものの下げ止

まりの傾向にあり、なんとか通期で

横ばいにしたいと考えている。連結

売上高の６割以上を占める単体業績

において明るい材料であり、これは

中期経営計画の各注力分野での取組

みの成果だと考えている。

（1）注力分野①

「新規分野拡大・商品力強化」

３つの注力分野における１つ目

「新規分野拡大・商品力強化」にお

いては、リマーケティング、戦略的

R&Dに注力してきた。

リマーケティングとは、過去の残

像にとらわれず、市場環境の変化や、

お客様や競合、自社の変化を常に意

識しながらマーケティングを常に実

施しよう、という意味で“マーケテ

ィング”に“リ”を付けている。

具体的には、２つの方向軸を打ち

出し、この１年推進してきた。１点

目は、既存市場におけるリマーケテ

ィングである（以下、リマーケティ

ング①と記載）。環境変化や技術革新

による参入機会を捉え、市場成長以

上の伸びでシェアの向上を目指して

いる。２つ目は、新規市場における

リマーケティングで（以下、リマー

ケティング②と記載）、最新の技術を
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NTTデータグループを取り巻く状

況が大変厳しくなってきているなか、

「国内依存」、「大規模SI依存」、「個

別最適」の現状に対し、環境変化や

経営課題を踏まえ、2013年３月期～

2016年３月期までの４カ年の中期経

営計画を策定した。

３つの注力分野、①新規分野拡

大・商強化品力、②グローバルビジ

ネスの拡大・充実・強化、③全体最

適の追及、に取組み、“G l o b a l

TOP5”、“EPS 20,000円”を目標に

掲げている。

中期経営計画2年目をむかえて

2013年3月期～2016年3月期までの4カ年の中期経営計画の1年目を完遂。
中期経営計画達成に向け力強く歩み始めたNTTデータの現状について紹介する。

中期経営計画の概要

㈱NTTデータ　取締役常務執行役員
グループ経営企画本部長
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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。 

図1 中期経営計画の位置付けと注力分野

初年度の成果
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最大限活用し、お客様のニーズを先

取りしたこれまでにない新しい市場

を創出することを目指している。

このリマーケティングの取組み

は、中期経営計画1年目から着実に

成果が出始めている。

リマーケティング①の領域では、

お客様内部でのIT投資への課題感を

捉え、新規受注やアライアンスの提

携が実現できている。また、BPOサ

ービス（Business Process Outsourcing）

領域でのビジネス拡大も、お客様内

の業務効率化への意識変化（ITシス

テムのみによる効率化から、BPOサ

ービスも加えた効率化へ）を捉え、

行動に移せたことが成果へと繋がっ

たと考えている。

リマーケティング②の領域では、

ビッグデータへの取組みを進めてき

た。2012年９月22日に米Twitter社

と「データ再販（Data Resellers）」

に関する契約を締結し、大量・高精

度・高付加価値なツイートデータを

提供可能なサービスプラットフォー

ムの開発を手掛け、日本国内で新し

いサービスを提供した。まだ立ち上

がったばかりのサービスではある

が、ユーザー企業は自社のリサーチ

システム等にツイートデータを直接

取り込んで分析することが可能とな

り、自社データとTwitterデータを

組み合わせた、より深い情報分析が

可能となる。Twitterデータを用い

た分析は、今後様々な分野での利用

が見込まれている。

戦略的R&Dの分野では、開発の

自動化の推進と、T e c h n o l o g y

Foresightの発信を行った。

開発の自動化においては、自動化

ツールの適用件数が 2011年度比約

３倍となっており、着実に自動化を

推進できている。しかしながら、自

動化ツールは開発フェーズ毎に特化

しており、部分的な適用や、プロジ

ェクト毎に適用ツールがまちまちな

状況である。今年度は、開発フェー

ズの最初から最後まで（要件定義フ

ェーズから試験フェーズまで）を、

フルサポートする自動化ツールセッ

ト（TERASOLUNA Suite）をリリ

ース予定であり、更なる自動化適用

を推し進めていく。

Technology Foresightとは、ビ

ジネス環境が激化する中、競争優位

性を確保するために潜在・顕在して

いる重要技術を見極め、中長期的に

ビジネスに大きなインパクトを与え

うる情報社会の変化と重要技術を弊

社にて定義したものである。お客様

のビジネスがさらなる発展を遂げる
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策としては、“Global Accounts”、

“Global Offering”、“Global Talents”

という３つに取り組んでいる。

“Global Accounts”は、マルチナ

ショナルに展開する重要顧客をター

ゲットし、地域間連携によるサポー

ト、深いリレーションを醸成する施

策で、2012年度より取り組んでいる。

“Global Offering”は、グループ

内でシナジーを発揮するため、お客

様へ提供する商品・サービスの体系

化を行う施策であり、まずは 2012

年に構築したグローバルウェブサイ

ト上で、弊社の主要なオファリング

（商品・サービス）について発信を

開始した。

“Global Talents”は、グローバル

で活躍できる人財育成の施策である。

例えばGlobal Leadership Programと

いう育成プログラムを実施しており、

これは各国で活躍する次世代リーダ

ーがドイツに集い、戦略的課題への

取組みやグローバルビジネス連携に

ついて、5日間に渡りディスカッシ

ョンを行い、グループ各社の状況理

解やリレーションを育んでいる。

2013年３月期第２四半期より、

グローバルビジネスを新たなセグメ

ントとして切り出

している。売上高

は順調に増加でき

ているが、営業利

益についてはのれ

ん償却費の影響で

赤字となってお

り、黒字化に向け

取り組んでいる。

（3）注力分野③

「全体最適の追及」

業務の標準化・効率化・集約化へ

の取組みを推進してきた。

国内グループ会社向けに「グルー

プSSC（Shared Service Center）」

を構築し、業務集約による管理費低

減を行っており、7割の会社にて導

入が完了している。

また、海外グループ会社向けにも

「グローバルSSC」の構築を進めてお

り、一部地域で運用を開始している。

2016年３月期において、2012年

３月期と比較し 10%の管理費低減

を目標としており、順調に一歩目を

踏み出せた。

2013年度、弊社はNTTから分

社・独立して 25周年を迎える。か

ねてより取り組んできたNTTデー

タグループビジョンの見直しについ

ても、５月に発表を予定している。

また、NTTデータグループの全社

員が共有できるカルチャーとして、

NTTデータグループの歌“One

Song”を創っており、こちらも５

月に発表を予定している。「One

NTT DATA」としての体制づくり

ができ、いよいよグループ一体とな

って力強く歩み始めており、中期経

営計画達成に向け邁進していく。

一助になることを願っており、ご要

望いただければ詳細説明を実施する

ので、是非弊社営業担当にご相談い

ただきたい。

（2）注力分野②

「グローバルビジネスの拡大・

充実・強化」

NTTデータグループの社員数は、

現在６万人に達し、そのうち海外社

員も半数近くを数えるまでになって

きた。また、2012年４月にグローバ

ルでの組織再編・ブランド統一を行

い、「One NTT DATA」体制（日本、

Americas、EMEA、APAC、China、

Business Solutions）を開始した。

One NTT DATAマインドを醸成する

ため、2012年７月にはNTT DATA

WEEKを開催し、全グループ社員参

加型の“中期経営計画キックオフイ

ベント”、国内外のCEO約160名が参

加したグループとしてのベクトル合

わせ“Group CEO Conference”、One

NTT DATA実現に向けリーダー陣が

ビジネス連携のディスカッションを

実施した“1st  Global Conference”を

４日間に渡り開催した。

グローバルでの連携を推進する施
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図4 グローバル連携による価値の創出　

問い合わせ先
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グループ経営企画本部
TEL：050-5546-8062

今後について

中期経営計画2年目をむかえて
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