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特別企画

海外グループ会社への適用も視野に、
G-SSC の推進を積極的に展開
グループ・シェアードサービスセンタ

業務プロセスの最適化、グループ経営の全体最適化、社内・グループ IT システムの最適化の 3 つの最適化を基軸に、NTT データグ
ループの業務改革を推進するグループ経営企画本部の業務改革推進部。同本部では、業務改革推進の目玉施策の一つとして、グルー
プ会社の管理業務を集約し、コスト削減とサービスレベルの向上を図る「G-SSC（グループ・シェアードサービスセンタ）」を設
立し、シェアードサービスの本格活用に向けた取組みを加速している。

指した中期経営計画の実現に向け、

3 つの最適化に向けた
業務改革の方向性

NTT データグループのサービス
提供能力の強化、顧客企業のグロー

NTT データは、「2013 年３月期の

バル競争を確実に支えていくための

売上高 1.5 兆円、激変する環境下で

グローバル競争力の強化に注力して

事業の継続性と革新（イノベーショ

いる。中期経営計画実現に向けた諸

ン）を維持できる利益の確保」を目

施策の一つとして、グループ経営企
画本部は、前・中

業務プロセスの最適化
・現行業務（営業・開発・管理業務）のムリ・
ムダ・ムラを排除し、業務プロセスの最適
化を図る

管理業務体系化

営業プロセス管理

業務プロセス効率化

IFRS対応

期経営計画の重点
施策・目標である

プロジェクトプロセス管理

グループ経営の全体最適化

グループ経営管理基盤
G-SSC推進

・国内・海外のグループ個社の経営の見え
る化・集約化・効率化を推進する

IFRS対応
（国内グループ展開）

グローバル
バックオフィス業務集約
グローバルBPO推進

㈱ NTT データ
グループ経営企画本部
業務改革推進部長

「管理業務の効率
化」を継承し、グ

IFRS対応
（海外グループ展開）

野口 篤氏

ループ会社を含め

社内・グループITシステムの最適化

グループ経営基盤対応

IFRS対応

・業務改革を実現するITシステムを企画・
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業務変更に伴うシステム
回収

図 1 業務改革の方向性（3 つの最適化）

た業務改革を積極

業務改革推進部の野口篤推進部長
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内・グループ IT システムに関する
ています」と述べている。

IFRS対応（国内グループ会社）
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ITシステム改革推進担当
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部は本年 10 月１日付けで、図２に
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図 2 業務改革の方向性に沿った業務改革推進部体制
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を実現することが重要で、そのため

最適化への推進活動を積極的に行っ

営業プロセス管理（ルール見直し・
事務効率化・Infocross）

【IT対応】
業務改革を実現
するITシステム
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える化により質の高いマネジメント
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ループ会社向けの３つの業務改革推

ための極めて有効的な経営手段と一

進部門と、業務改革を実現する IT

つといえる。業種にかかわらず先進

システム対応部門の４つの部門から

的な大企業では 2001 年４月の分社

なる体制に内部組織を改編した。

分割法の適用以前から間接部門の共

G-SSC（グループシェアード
サービスセンタ）の設立

用化・集中化への取組みとしてシェ
アードサービスの導入が進められて
きたが、数年前からグループ経営を

業務改革推進部が、グループ経営

重視する企業において、シェアード
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は、「業務の効率化に加え、業務を
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標準化・集約化することで、経営情

ドサービスセンタ）」の推進である。

報をリアルタイムに見える化し、グ

●シェアードサービスとは
一般的にシェアードサービスとは、
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ループシナジーを発揮させるための

タ向け総務サービスの事業ノウハ

諸施策につなげることが可能になり

ウ、制度等の蓄積があり、資格資産

ます」と述べている。

を多数有するグループ会社の NTT

複数組織（本社、事業部、グループ
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グループ経営企画本部 業務改革推進部
グループ業務改革推進担当部長

データマネジメントサービス
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などの管理業務を標準化したうえで、
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G-SSC を設立し、NTT データ及び

シェアードサービスセンタ（SSC）

SSC の組織形態は、①本社部門

NTT データグループ各社の財務、

へ集約し、業務効率を高める経営手

への集約・統合、②グループ会社へ

購買、人事、総務の４領域の業務の

法だ。その狙いは、業務の集中化・

の集約・統合、③グループ外委託の

集約を推進しています。G-SSC の

業務の見直し・標準化を図り、別組

3 つに大別されるが、グループ内で

運営は、DMS 社内に G-SSC 設立に

織として独立させることによって、

独立した形態を採用する企業が比較

併せて設置したシェアードサービス
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図３に G-SSC 設立前後の経緯を
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グループ業務改革推進担当の桜木
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続きは本誌でご覧下さい。
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