2 現中期経営計画の状況

FY2021 が最終年度 現中期経営計画の状況
Global 3rd Stage 到達に向けて「変わらぬ信念・変える勇気によってグローバルで質の伴う成長」を掲げた現中期経営計
画が、2021 年度に最終年度を迎える。本計画の戦略、取り組み状況について紹介する。

強みを明確化して徹底的に磨き、実

不確実な状況の中、現中期経営
計画の戦略をやり遂げていく

行に取り組んでいる。現在、新型コ
ロナウイルスの蔓延という未曽有の

Global 3rd Stage の到達に向けて

環境変化に直面しているが、このよ

重要な 3 カ年として、現中期経営

うな時だからこそ、「変わらぬ信念、

計画（2019 年度〜 2021 年度）を

変える勇気によってグローバルで質

推進し、今後の成長力の源泉となる

の伴った成長を目指す」という本計

現中期経営計画｜FY2019-FY2021

株式会社 NTT データ
取締役常務執行役員
コーポレート統括本部長

３ Global 3rd Stage
Trusted Global Innovator

画の真価が試されると考えている。
当社は、お客様とともに未来の社

〜Midpoint to Global 3 Stage〜
rd

2

変わらぬ信念、変える勇気によって
グローバルで質の伴った成長を目指す！
Global 2

nd

図３

Stage

な社会課題を IT で解決する使命を

のデジタルトランスフォーメーショ

Global 3rd Stage 到達に向けて

Growth

ンを加速し、新たな社会貢献を数多
く創出していくことが求められる。
2021 年 5 月 11 日 に 発 表 し た

Earnings

連結売上高：2.5兆円
顧客基盤：80社以上

2021 年 3 月期決算では、コロナ影

連結営業利益率：8%
海外EBITA率：7%

響によりお客様の IT 投資抑制や案

変える勇気：お客様への提供価値最大化

件の中断・減少等のマイナス影響は

Transformation & Synergy

戦略2
リージョン特性に合わせた
お客様への価値提供の深化

戦略3
グローバル全社員の力を高めた組織力の最大化

変わらぬ信念：お客様とともに未来の社会を創る

ビジネスコミュニケーション

下、with コロナの世界に生じた様々

には、「変える勇気」をもって社会

グローバルで質の伴った成長：FY2021経営目標

図４

会を創るという「変わらぬ信念」の

負っている。その使命を果たすため

現中期経営計画の全体像

戦略1
グローバルデジタル
オファリングの拡充

佐々木 裕氏

現中期経営計画の全体像（2019 年〜 2021 年）
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あったものの適切な事業運営を図る
NTT
グループ
連携の強化

ことにより堅調な決算となった。受
注高は、主に前期に獲得した大型案
件の反動減等から減少となったが、
売上高は創立以来 32 期連続増収を
達成、営業利益は増益を確保し、コ
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Global 3rd Stageの到達に向け
グローバルで質の伴った成長を目指すNTTデータ

特集

ロナ禍の厳しい環境においてもレジ

ファリング創出」、「③技術集約拠点

リエンスを発揮することができた。

（CoE：Center of Excellence）の拡充」

今年度も不確実な事業環境が継続

FY2020 の主な成果：② DSO 〜積
極投資によるオファリング創出

の 3 つに取り組んでおり、その成

すると想定しているが、現中期経営

2 つ目の取り組みでは、全社のデ

果を紹介する。

ジタルビジネスを加速させるための

計画の最終年度として、追い風を

組 織 で あ る Digital Strategy Office

しっかりととらえて、飛躍する一年

FY2020 の主な成果：① Global One

（DSO）を創設し、グローバルレベル

とし、取り組んできた戦略は着実に

Team 〜グローバルマーケティング

で重点領域のオファリング創りを推

やり遂げていきたい。

の加速

進してきた。重点領域において注力

1 つ 目 の 取 り 組 み で は、Global

技術領域を定め、PoC や共同研究を

One Team による各国横断での戦略

経て、保険業向けプラットフォーム

策定、グローバルに事業を行ってい

により北米で大型案件を獲得するな

るお客様（グローバルアカウント）

ど、これまで 15 件のグローバルオ

デジタル領域でグローバルシナ

への提案やサポートの加速、デジタ

ファリングがサービス提供段階とな

ジーを最大化し、戦うための武器づ

ルサクセスストーリーの共有と活用

りデジタル案件獲得に貢献した。例

くりと戦い方のレベルアップを図っ

の推進、グローバルマーケティング

えば、ヘルスケア領域では、スペイ

ており、注力領域を定め、積極投資

の高度化を実施している。その成果

ンのグループ会社である everis が開

による

強み （オファリング）を

事例として、グローバルレベルで体

発した遠隔医療ソリューション

創出し、マーケティング・技術活用

制を構築するとともに NTT ドコモ

（ehCOS：イーコス）が商用展開を開

支援と一体でグローバル連携を加速

と連携し高度な価値提供を実現し、

始し、昨年にポルトガルの最大の医

する取り組みを行っている。具体的

大手通信会社との共同技術検証を通

療機関である CUF で採用頂いてい

には、
「①グローバルマーケティン

じて 5G 関連領域の案件を受注した。

る。リテール領域では、新型コロナ

お客様への提供価値の最大化
〜戦略 1：グローバルデジタル
オファリングの拡充

グの加速」
、
「②積極投資によるオ

感染防止を目的に、人と人との接触

戦うための武器づくりと戦い方のレベルアップ

戦略１
：目的

Global One Team
1

グローバル
マーケティングの加速

DSO/Digital Strategy Oﬃce
お客様ニーズ

オファリングの提供

2

積極投資による
オファリング創出

オファリング開発と展開のサポート
3 技術集約拠点の拡充

グローバル
オファリング化

15件

・ 医療機関向けクラウド型遠隔医療ソリューション

PoC・開発中

14件

・ デジタル店舗ソリューション

Blockchain
DevOps
AI
Design
Intelligent Automation Software Engineering Automation
IoT

・ 保険業向けグローバルプラットフォーム(GiDP)
・ データ管理高度化・活用ソリューション

等

・ パーソナル投薬
・ デジタルツインコマース、量子コンピューティング

等

CoE/Center of Excellence
図５

New

FY20¦5G関連領域

戦略 1 グローバルデジタルオファリングの拡充

FY19¦スマートメーター
New

FY20¦5G関連領域

図７

② DSO の FY2020 成果事例

New

FY20¦5G関連領域

Advanced Value

One NTT DATA G-Telecom Team

Global One Teamで高度な価値提供を実現

・ Opco間で連携し、グローバルでのデリバリ体制を構築
・ NTTドコモと連携し、NTTグループのinnovation力を訴求

図６
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① Global One Team の FY2020 成果事例

図８

ヘルスケア領域における遠隔医療ソリューション
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機会を極力減らした接客の姿、在宅

注・開発に大きく貢献した。今後は

化する取り組みである。具体的に、

勤務等のスタッフの働き方変革が迫

大規模アジャイル「SAFe」へ注力し、

日本では「既存領域の強みを活かし

られている。その解決のため、
小規模・

更なる受注貢献額の拡大を目指して

た新しい価値の創出」、中国・APAC

省力化店舗や非対面の接客の実現手

いる。

においては「マーケット成長を活か

段として、アバターを活用した遠隔
接客ソリューションを開発し、アバ
ターを介して、遠隔から商品を提案
するデジタルストアの実現に向けて、
実証実験に取り組んでいる。

した飛躍的事業拡大」、北米におい

お客様への提供価値の最大化

〜戦略 2：リージョン特性に合わせた
お客様への価値提供の深化

ては「重点志向での強み創出と柱顧
客の拡大」、EMEA・中南米におい
ては「リージョン特性に合わせた顧

本戦略では、リージョンやグルー

客提供価値の向上」を推進し、お客

FY2020 の主な成果：③ CoE 〜技

プ会社の特性に合わせた当社の共通

様へ価値提供し続けることで顧客基

術集約拠点の拡充

の価値提供モデル 4D Value Cycle

盤を更に拡大させてきた。

3 つ目の取り組みでは、グローバ

を推進していく。市場と顧客のニー

ルでの技術集約拠点 CoE に、ブロッ

ズ の 予 測・ 新 技 術 を 目 利 き す る

ク チ ェ ー ン や デ ジ タ ル デ ザ イ ン、

Discover 、様々なビジネスやサー

ドローンによる設備点検高度化や

Agile/DevOps、AI 等の最新のデジ

ビスの連携を視野とした広く深い構

新たな事業の創出を目的に、東京電

タル技術・知見の共有や展開をグ

想をする Design 、高度なシステ

力パワーグリッド株式会社等と「グ

ローバルで推進してきた。その成果

ム構築力や活用力によるソリュー

リッドスカイウェイ有限責任事業組

として Scaled Agile, Inc. の認定制度

ションの構築と提供を行う

合」を新たに設立した。高経年設備

に お い て「Global Transformation

"Develop"、お客様がソリューショ

を支える保全技術力とドローンの運

Partner」を取得し、ブロックチェー

ンを最大限活用するためのサポート

航管理に関する技術力を掛け合わせ

ン や デ ジ タ ル デ ザ イ ン 、Agile/

を行う "Drive" の 4 つのサイクルを

て全国共通の「航路プラットフォー

DevOps を活用したサービスの受

繰り返し、お客様との信頼関係を深

ム」を構築し、多くの事業者のドロー

公共・社会基盤分野の主な成果

航路プラットフォーム

パートナー認定世界で3番目
日本を含むアジア地域に
本社を置く企業としては初の認定
2020.9.25合意
SAFe Program Consultant

100名以上
SAFe実践者

受注貢献額

900M$

1,000名以上

FY19実績・FY20見込

図９
戦略２
：目的

③ CoE の FY2020 成果事例

Trusted

Japan

未来予測力

重点志向での強み創出と
柱顧客の拡大

Discover
（目利き）

Develop
（つくり）

EMEA & 中南米

新技術目利力

既存領域の強みを活かした
新しい価値の創出

Design
（企画）

Drive
（活用）

図 10

図 11

お客様に魅力的な価値を提供し続ける

North America

リージョン特性に合わせた
顧客提供価値の向上

×

高経年設備を支える
保全技術力

戦略企画力

業務改革推進力

4D Value Cycle

China & APAC

マーケット成長を活かした
飛躍的事業拡大

戦略 2 リージョン特性に合わせたお客様への価値提供の深化
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ドローンの運航管理
に関する技術力

公共・社会基盤分野での FY2020 成果事例

統合サービスチャネル提供プラットフォーム
企業

BizSOL̲Square
①法人ポータル
社製UI等

インターネッ
インターネッ
トト
バンキング
バンキング
• ビジネスマッチング
・ビジネスマッチング
• 補助金
・助成金
・ 補助金・
助成金
• 法務・財務相談
・ 法務・財務相談
• ホームページ作成
・ホームページ作成
• 福利厚生クーポン
・ 福利厚生クーポン
・
・
・
・・・

図 12

②認証／顧客管理基盤
AnserBizSOL
Liteサービス
データ・レイク

金融機関システム
サービスプロバイダ群※
・ Big Advance

③コンテンツ ・X Business Aggregation
・ X Insight Marketing

データ
マート

リコメンド

データ
マート

情報共有

・ 汎用受付
・チャットボット
・ Zaimon®
・ 電子帳票
・オンライン融資

金融分野での FY2020 成果事例
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Global 3rd Stageの到達に向け
グローバルで質の伴った成長を目指すNTTデータ

ンが安全に飛び交う世界の実現を目

るほか、各商品にあった製造計画の

ティングから IT ＆クラウド導入ま

指している。

立案がより効率的に行えるようにな

でフルパートナーシップによるトー

金融分野の主な成果

る。今後、工場業務の自動化・高度

タルサポートを実施した。これによ

化を推進することで、工場全体の 省

り、大手石油会社より 40 ヵ国以上

エネ化

のガソリンスタンドへのデジタルソ

DX を支えるプラットフォームと
して、金融機関と法人・個人事業主

にも寄与していく。

との接点のデジタル化や収益機会創

北米分野の主な成果

出を促進する機能を搭載した

2020 年 12 月

リューション導入案件を受注した。

に NTT DATA

変える勇気：お客様への提供価
値の最大化〜戦略 3：グローバル全

「BizSOL Square」を 2020 年 10 月

Group に加わった北米 Hashmap の

に提供開始した。バンキングサービ

クラウド型データプラットフォーム

スに加えて、ビジネスマッチングを

に 関 す る 専 門 的 な 知 見 を も と に、

はじめとした経営をサポートする機

Snowflake や AWS 等を活用したク

これまで紹介した戦略 1、2 を実

能を一元的に提供することで、金融

ラウドデータアナリティクスによる

現するために、グローバル共通の価

機関および法人・個人事業主のデジ

横断型のビジネスオペレーションを

値観でコラボレーションを推進し、

タルシフトを支援している。

実現した。これにより大手環境サー

個の力を高めながら組織力の最大化

ビス企業への業務横断型のクラウド

を図っていくのが本戦略である。具

データアナリティクス案件を新たに

体的には、「社員のプロフェッショ

始しているキリンビール滋賀工場・

受注した。

ナリティーの最大化」として、全社

キリンビバレッジ滋賀工場では、1

EMEA・中南米分野の主な成果

員のデジタル対応力を高めるととも

法人分野の主な成果
2020 年 11 月より試験運用を開

社員の力を高めた組織力の最大化

秒あたり約 5 万点の生産データを

当社が開発したガソリンスタンド

に、社員の多様な自己実現に沿って

蓄積・分析する IoT 基盤により、製

における業務管理（売上・支払・ロ

制度設計等も見直し、社員エンゲー

造現場の様子を工場内外からリアル

イヤルティプログラム）を行うため

ジメントの向上を図っている。また、

タイムで確認できるようになり、業

のクラウド型ソリューション everis

「Digital を活用した働き方変革」と

務のリモート化・効率化が可能にな

station を活用し、デジタルコンサル

して、グローバルで知見やノウハウ

製造現場の様子をリアルタイムに参照可能

約5万点/秒のデータを蓄積・分析

設備

カメラ

センサー

更なる品質管理の向上

自宅等

製造体制の自動化・効率化

工場内

Software
Integration
Business change management
&roll-out

システム

工場業務の自動化・高度化を推進することで、
工場全体の 省エネ化 にも寄与していく

図 13

everis Station

(tool for the processes of sales,
payments and loyalty managements)

法人分野での FY2020 成果事例

NTT DATA will use the cloud-based solution every station for business management
(sales, payment, loyalty program) at gas stations, we provide total support through a
full partnership from digital consulting to IT & cloud introduction.

図 15

戦略３
：目的

Cloud Data
Analytics

EMEA・中南米分野での FY2020 成果事例

社員一人一人の自己実現と組織力の強化

社員の
Professionality
最大化

Using a combination of
Snowﬂake's Data Cloud,
Matillion, and AWS

Digitalを活用した
働き方の変革

Digital対応力の強化
Hashmap was selected as best-in-class technology partner with cloud and data expertise by a
large environmental services company in North America. In collaboration, NTT DATA has helped
prove out new analytics value across multiple operational areas with reliable and sustainable
approaches, by using a combination of Snowﬂake's Data Cloud, Matillion, and AWS.

図 14
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北米分野での FY2020 成果事例

多様な人財像に合わせた
制度設計
社員エンゲージメント向上

図 16

Digital技術を活用した
ナレッジ共有・コラボレーション
促進と業務プロセス変革

適切なガバナンス
態勢の構築
リスクマネジメントの強化
不採算案件の更なる抑止

次世代生産技術による
開発プロセス変革

戦略 3 グローバル全社員の力を高めた組織力の最大化
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を共有できる基盤を構築し、コラボ

を目的に、当社独自の経営とブラン

な技術適用を図り、新たな提供価値

レーションを推進すると共に、引き

ドを継続しつつ、NTT グループトー

の創出に取り組んでおり、加えてト

続き次世代の生産技術を磨くことで

タルで新たな価値を創造し、グロー

ヨタ自動車をはじめとする NTT グ

さらなる生産性の向上を目指してい

バルマーケットでのプレゼンスを高

ループの共創案件にも複数参画して

る。さらに、
「適切なガバナンス態

めていく。具体的には、先進領域に

いる。

勢の構築」として、前中期経営計画

おける連携として、基盤的研究開発

各地域における連携の主な成果

の課題でもある不採算案件の抑止

（自動運転向け AI、車向けセキュリ

三菱商事グループの食品系子会社

等、リスクマネジメントの更なる強

ティ、エッジコンピューティング）

に提供する需要予測のしくみを活用

化に取り組んでいる。

や次世代技術研究開発（量子計算科

した、小売・卸・メーカーが利用す

学、暗号情報理論、生体情報処理等）

る食品流通 DX に取り組んできた。

Digital を活用した働き方変革の主

の成果をグローバルで活用し、先進

本件の特徴は、両社の得意分野と不

な成果

ソリューションやサービスの提供を

得意領域を補完しながら、企画力と

デジタル活用人財強化のために

目指している。また、各地域におけ

業務知見を持ち寄って DX ビジネス

2019 年度に整備した研修プログラ

る連携として、NTT グループ各社

を構想し、NTT グループのデジタル

ムや、新たな人事制度として ADP

が得意とするインフラ、セキュリ

技術力と IT インフラを活用してい

制度（Advanced Professional）
・TG

ティーサービス等を組み合わせて、

る。具体的には、小売・卸・メーカー

制度（Technical Grade）等を活用し、

クロスセルとトータルサービスを提

の在庫、受発注、需要予測等、企業

人財の拡充や社内風土及び意識の変

供することで事業のさらなる拡大を

内や企業間に散在するデータと、気

革を 2020 年度でも進めてきた。ま

目指している。さらに、ミドルウェ

象予測情報等の外部データをデジタ

た、デジタルを活用した働き方の変

ア、ハードウェア等を NTT グルー

ル技術でシームレスかつセキュアに

革にも力を入れており、2021 年 3

プ全体の調達集約等によるコスト削

連携する基盤を開発し、データ流通

月末時点で約 28,000 のコンテンツ

減などのスケールメリットを生かし

プラットフォームのビジネス検討に

やノウハウを社内で共有するための

た連携も進めていく。

参画する内容となっている。

デジタルナレッジシェアの活用を進

2020 年 度 に

めている。

は、IOWN 推進
室の設立によ

変える勇気：お客様への提供
価値の最大化〜 NTT 連携：NTT

り、当社のお客

を中心とした

セルなど One NTT シナジーの発揮

IOWN の革新的

デジタルワークプレイス

共有コンテンツ
コンテンツ数

Global
Knowledge

約

約19,000（FY19 実績）

Know-who

約3,187人（FY19 実績）

プロジェクト
実績

オファリング ケイパビリティ

デジタルナレッジシェア
図 17
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NTT 連携：NTT グループ連携の強化
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流通・卸

×

製造

小売

（2021.3末時点）

多数の提案活動で効果を発揮
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スケールメリットを活かした連携
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携の強化である。技術活用やクロス

グローバルでの基盤的研究開発
次世代技術研究開発の成果活用
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インコンピュー

最後の戦略は、NTT グループ連

先進領域における連携

各地域における連携

クロスセルとトータルサービスの
提供による事業拡大
（B2B2X等）

様にデジタルツ

グループ連携の強化

技術活用やクロスセルなどOne NTTシナジーの発揮

NTT連携：目的

…

金融

三菱商事の
事業構想力

公共

×

データ流通プラットフォームの実現
開発・インフラ提供
NTTグループのデジタル技術力・ITインフラを活用
AI

データ
分析基盤

IoT基盤
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特集

Global 3rd Stageの到達に向け
グローバルで質の伴った成長を目指すNTTデータ
た。今後も継続して、デジタル及び

先進領域における連携の主な成果
これまでトヨタ自動車とコネク
ティッドカーに関連して、車両から

個別重要課題への対応

コンサルティング事業の拡大、トラ
ディショナル領域の収益性改善を図

の各種データ収集基盤開発を行う共

現中期経営計画の完遂に向けて重

る。また、デジタル人財の拡充とデ

同研究を実施しており、2019 年度

要経営課題の一つである「海外事業

ジタル対応力の強化により事業ドメ

からその成果適用が徐々にはじま

の収益性改善」への対処に重点的に

インの更なる変革を進め、今年度の

り、コネクティッド領域を中心にビ

取り組んできた。海外事業の収益性

EBITA 率 7% 達成を目指していく。

ジネスを拡大してきた。2020 年度

改善に向けて取り組むべき具体的な

にはトヨタコネクティッド社との業

課題は、1. 既存事業の生産性向上、

務提携の実施により、MaaS 領域で

2. 付加価値の高いコンサルティン

のサービス開発に着手し、テレマ

グ・デジタル領域の拡充、3. オファ

ティクスを中心としたプロジェクト

リ ン グ・ サ ー ビ ス の 選 択 と 集 中、

2019 年度に実施した事業構造改革

に参画してきた。具体的には、トヨ

4. ソリューション・テクノロジー

の成果が表れ、イタリア、スペイン、

タコネクティッド社が培ったコネク

の強化の 4 つある。これらの課題

ドイツを中心にデジタル案件を複数

ティッドカー向けサービス事業の経

に対応するため、コンサルティング

獲得している。今後は更なる成長に

験や、国内外で展開するカーシェア

やデジタル領域への戦略的シフトと

向け、グローバルブランドの統一や

等のサービス開発・運用ノウハウと、

事業構造改革によって収益性の改善

事業会社の統合によるお客様提供価

NTT データのグローバル規模での

を図ってきた。

値を向上させる。また、マーケット

IT リソースや、クラウド・ビッグ
データ等のテクノロジー活用ノウハ
ウを掛け合わせると同時にモビリ

タイル変化への適応力強化し、デジ
タル人財・アセットの強化による更

ティサービス・プラットフォーム

北米においては、新型コロナウイ

（MSPF）を始めとするモビリティ

ルス感染症拡大に起因したデジタル
トランスフォー

財交流を通じてグローバルでの開

メーション加速

発・運用力の強化と、高度化を図っ

に対応するた

てきた。今後は、コネクティッド領

め、事業構造改

域、MaaS 領域のさらなるビジネス

革を前倒しで実

拡大に加え、スマートシティ構想へ

行し、デジタル

も NTT グループ一体となって積極

中心の事業ドメ

的に取り組み、その実現・構築に貢

インへの変革を

献していく。

早期に実現し

FY19の成果｜研究成果を元にビジネスを拡大

EMEA・ 中 南 米 に お い て は、

の急速なデジタルシフト・ワークス

北米における事業構造改革の
成果と課題

サービス事業領域での協同開発と人

EMEA・中南米における
事業構造改革の成果と課題

なるデジタルビジネスの拡大させて
いく。

成果

今後の課題

完了

完了

デジタル人財
拡充とリスキル

リソースの最適化

完了

オフィス及びデータ
センターの統廃合

デジタル＆コンサルティングの拡大
トラディショナル領域の収益性改善

デジタル人財拡充・コスト構造の最適化
による筋肉質な事業構造への転換

デジタル人財の更なる拡充による
デジタル対応力の強化

デジタル関連ビジネスの大幅な受注拡大
による収益率改善と高収益事業への転換

事業ドメインの継続的な変革に
向けた組み換えの加速

図 21

FY20の成果｜MaaS領域でのサービス開発着手

北米における事業構造改革の成果と課題

成果
FY19の成果を元にした
新規事業機会への対応

今後の課題

事業機会の獲得に向けた
構造改革の継続

グローバルブランド統一・事業会社
統合によるお客様提供価値の向上

① コネクティッド基盤共同研究
（継続）
共同研究による車両からの各種データ収集基盤の開発

今後の取り組み

コネクティッド領域、MaaS領域のさらなるビジネス拡大に加え、
トヨタ×
NTT両社で取り組んでいるスマートシティの実現・構築に貢献していく

図 20
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② トヨタコネクティッド様との業務提携による
テレマティクスを中心としたプロジェクトの参画

トヨタ× NTT 連携の FY2020 成果事例

デジタル人財拡充によるデジタル
関連案件の受注拡大

マーケットの急速なデジタルシフト・
ワークスタイル変化への適応力強化

人財ポートフォリオ・低採算ビジネス見直し
による収益性改善に向けた道筋確保

デジタル人財・アセットの強化による
更なるデジタルビジネスの拡大

図 22

EMEA・中南米における事業構造改革の成果と課題
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