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NTTデータ法人分野における
NTT
データ法人分野に
「変革パートナー」への取組み

インタビュー

グループシナジーの創出と
変革マインドの醸成が成長の鍵
NTTデータの法人分野では、
「本格的なグループ経営」
「本格的なグローバル経営」
の時代を迎え、グループシナジーの創出により経営の質的向上を目指している。
変革パートナーとして、顧客企業の変革を支援するNTTデータ法人分野における
最近の取組みについて、荒田和之取締役常務執行役員にお話しをうかがった。

下期からはグループ会社の売上高
が法人単独を上回る

㈱ NTT データ 取締役常務執行役員
法人分野担当

変革パートナーとしてコンサル力を
強化 400 人体制に

荒田 和之氏
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に向け、現在ど

ルティングサービスの拡充を通し

ションを占める法人分野における

に注力されてますか。

ションを占める法人分野におけるビ
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ジネスの状況からお聞かせくださ
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NTT データは本年９月、グ
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しました。グループをあげてお客様
の変革を実現する「変革パートナー」

つくらない 開発、ソリュー
ションの体系化に注力

「本格的なグローバル経営」の時代
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組織の活性化には、新陳代

−本日は有難うございました。
―本日は有難うございました。
（聞き手・構成：編集長

河西義人）
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