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NRIの成長戦略

Vision2015 
NRInnovation !

Vision2022
Share the Next Values !

Group Vision 2030中期経営計画（2016–2018） 中期経営計画（2019–2022）

2009年3月期～2016年3月期 2017年3月期～2019年3月期 2020年3月期～2023年3月期

目指すもの
業界横断的・市場横断的

ビジネスプラットフォームの提供へ
顧客基盤の裾野を広げ、

グローバルやデジタル等の新領域へ挑む 私たちにとって普遍的である企業理念や価値観をベース
に、NRIが2030年に創発したい社会、そして2030年の 

自らの姿とそこに向けた成長ストーリーを描きながら、 
新たな長期経営ビジョン「Group Vision 2030」（以下、
V2030）を策定しています。

戦略と主な成果

   業界平均を上回る成長、業界で突出した収益力

　・成長力：7%成長できる力
　・収益力：営業利益率13%以上

   力強い事業ポートフォリオの構築

　・2大顧客依存からの脱却：
　　58%→74%※

　・産業分野の顧客大型化：
　　19%→24%※

　・業界標準ビジネスプラットフォームの拡大：
　　12%→22%※

　・グローバル関連事業の拡大：
　　1%→6%※

  国内得意領域の生産性向上
　・予期せぬ大型不採算案件を抑制
　・開発体制の統合や開発管理統合ツールの導入により、生産性向上

  業界標準ビジネスプラットフォームの拡大と顧客の大型化
　・産業IT：DXを背景に顧客大型化が進展
　・金融IT：ビジネスプラットフォーム拡大、大型案件の仕込みでも成果
　・売上高10億円以上の顧客数：86社（+22社）※

  グローバル関連事業の基盤構築
　・ASGをベースに豪州事業が順調に進展
　・グローバル事業の拡大に伴い、さらなるガバナンス強化

  ビジネスITの創出
　・D2C、デジタルマーケティング、アナリティクス関連案件増加
　・ビジネスITのアジャイル開発の習熟が進み、生産性が向上
　・4社のJV設立による共創モデルが実現

具体的な取り組み

  野村證券へのTHE STAR導入

  産業分野での子会社設立や買収
　・NRIシステムテクノ㈱子会社化（2012年）
　・丸紅ITソリューションズ㈱設立（2014年）
　・Brierley & Partners, Inc.子会社化（2015年）

  新たな業界標準プラットフォームサービスの提供開始
　・ 機関投資家向けポストトレードシステム 
「SmartBridgeAdvance」（2011年）

　・インターネットバンキングシステム「Value Direct」（2012年）
　・ リテール向け提案型営業支援システム  
「アドバイザープラットフォーム」（2013年）

　・マイナンバー管理サービス「e-BANGO」（2015年）
  海外拠点の開設
　モスクワ（2008年）、大連（2010年）、インド（2011年）、
　タイ（2013年）、インドネシア（2015年）

  業界標準ビジネスプラットフォーム利用社数の拡大

　　・THE STAR：73社（+5社）※

　　・BESTWAY： 114社（+5社）※

　　・T-STAR：78社（+5社）※

  グローバルでの買収
　　・北米：Cutter Associates（2016年）
　　・豪州：ASG Group Limited（2016年）、SMS（2017年）

  JV設立
　　・KDDIデジタルデザイン㈱（2017年）　
　　・テクニウム㈱（2018年）
　　・㈱NDIAS（2018年）
　　・ JALデジタルエクスペリエンス㈱（2019年）

成長戦略の変遷　　

売上収益／営業利益
（億円）

営業利益率／ROE
（%）
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Vision2015 
NRInnovation !

Vision2022
Share the Next Values !

Group Vision 2030中期経営計画（2016–2018） 中期経営計画（2019–2022）

2009年3月期～2016年3月期 2017年3月期～2019年3月期 2020年3月期～2023年3月期

目指すもの
業界横断的・市場横断的

ビジネスプラットフォームの提供へ
顧客基盤の裾野を広げ、

グローバルやデジタル等の新領域へ挑む 私たちにとって普遍的である企業理念や価値観をベース
に、NRIが2030年に創発したい社会、そして2030年の 

自らの姿とそこに向けた成長ストーリーを描きながら、 
新たな長期経営ビジョン「Group Vision 2030」（以下、
V2030）を策定しています。

戦略と主な成果

   業界平均を上回る成長、業界で突出した収益力

　・成長力：7%成長できる力
　・収益力：営業利益率13%以上

   力強い事業ポートフォリオの構築

　・2大顧客依存からの脱却：
　　58%→74%※

　・産業分野の顧客大型化：
　　19%→24%※

　・業界標準ビジネスプラットフォームの拡大：
　　12%→22%※

　・グローバル関連事業の拡大：
　　1%→6%※

  国内得意領域の生産性向上
　・予期せぬ大型不採算案件を抑制
　・開発体制の統合や開発管理統合ツールの導入により、生産性向上

  業界標準ビジネスプラットフォームの拡大と顧客の大型化
　・産業IT：DXを背景に顧客大型化が進展
　・金融IT：ビジネスプラットフォーム拡大、大型案件の仕込みでも成果
　・売上高10億円以上の顧客数：86社（+22社）※

  グローバル関連事業の基盤構築
　・ASGをベースに豪州事業が順調に進展
　・グローバル事業の拡大に伴い、さらなるガバナンス強化

  ビジネスITの創出
　・D2C、デジタルマーケティング、アナリティクス関連案件増加
　・ビジネスITのアジャイル開発の習熟が進み、生産性が向上
　・4社のJV設立による共創モデルが実現

具体的な取り組み

  野村證券へのTHE STAR導入

  産業分野での子会社設立や買収
　・NRIシステムテクノ㈱子会社化（2012年）
　・丸紅ITソリューションズ㈱設立（2014年）
　・Brierley & Partners, Inc.子会社化（2015年）

  新たな業界標準プラットフォームサービスの提供開始
　・ 機関投資家向けポストトレードシステム 
「SmartBridgeAdvance」（2011年）

　・インターネットバンキングシステム「Value Direct」（2012年）
　・ リテール向け提案型営業支援システム  
「アドバイザープラットフォーム」（2013年）

　・マイナンバー管理サービス「e-BANGO」（2015年）
  海外拠点の開設
　モスクワ（2008年）、大連（2010年）、インド（2011年）、
　タイ（2013年）、インドネシア（2015年）

  業界標準ビジネスプラットフォーム利用社数の拡大

　　・THE STAR：73社（+5社）※

　　・BESTWAY： 114社（+5社）※

　　・T-STAR：78社（+5社）※

  グローバルでの買収
　　・北米：Cutter Associates（2016年）
　　・豪州：ASG Group Limited（2016年）、SMS（2017年）

  JV設立
　　・KDDIデジタルデザイン㈱（2017年）　
　　・テクニウム㈱（2018年）
　　・㈱NDIAS（2018年）
　　・ JALデジタルエクスペリエンス㈱（2019年）

国内・海外売上収益比率 セグメント別売上収益比率

成長戦略

DX戦略     P.47

ビジネスプラットフォーム戦略

クラウド戦略

グローバル戦略    P.50

人材・リソース戦略    P.53

2016年3月期 2022年3月期

 海外 3.5%

 国内 96.5%

 海外 12.5%

 国内 87.5%

2016年3月期 2022年3月期

 コンサルティング 6.7%

 金融IT 60.0%

 産業IT 24.1%

 IT基盤 6.8%

 その他 2.4%

 コンサルティング 7.0%

 金融IT 49.6%

 産業IT 36.4%

 IT基盤 7.0%

財務目標と進捗

2022年3月期
実績

2023年3月期
予想 財務目標

売上収益 6,116億円 6,700億円 6,700億円以上

営業利益 1,062億円 1,150億円 1,000億円

営業利益率 17.4% 17.2% 14%以上

海外売上収益 765億円 1,050億円 1,000億円

EBITDAマージン 23.9% ー 20%以上

ROE 21.3% ー 14%※

※ 継続的に高い資本効率を目指す

企業理念・ビジョンの体系

Mission  
& 

Values

Vision

中期経営計画

共有したい私たちの価値観

企業理念
普
遍
的

時
限
的

ビジョン・ステートメント（策定中）

成長ストーリー マテリアリティ
（策定中）

Group Vision 2030

長期経営戦略

   P. 60
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NRIの成長戦略

Vision2022と中期経営計画

現在、長期経営ビジョン「Vision2022」（以下、V2022）の最終ゴールに向け、その後半4年間の計画である「中期経営計画
（2019-2022）」を進めています。3年目にあたる2022年3月期には、成長戦略が着実に進捗し、目標のひとつである営業利益

1,000億円を前倒しで達成しました。

長期経営ビジョン「Vision2022」

　NRIは2015年4月に、2023年3月期を最終年度とする長期経営ビジョンをスタートしました。V2022は、NRIの企業理念である
「未来創発」を実現するために作られた2023年3月期までのストーリーです。これまでのこだわりと強みをベースに真に意味の
あるイノベーションに果敢に取り組む企業として自らをポジショニングしています。 

　NRIは、これまで培ってきた洞察力、実現力、競争力にさらに磨きをかけ、あるべき未来社会をお客様と共に創発します。
V2022の実現に向けた想いを“Share the Next Values!”というビジョン・ステートメントに込めています。社員一人ひとりがこの
想いを持って、価値の実現に向けて挑戦しています。 

NRIのサステナビリティ経営

　NRIは社会課題の解決によって持続可能な社会づくりに貢献することで、NRI自身も成長していきたいと考えています。これが、
中期経営計画（2019-2022）から新たに取り組みを強化したNRIグループのサステナビリティ経営の基本的な考え方です。
　NRIのサステナビリティ経営は、中期経営計画（2019-2022）で定めた財務目標と成長戦略と連動した非財務目標「価値共創
を通じた社会課題の解決」「持続的成長に向けた重要課題」で構成され、「NRIの持続的成長」と「持続可能な未来社会づくり」を
めざしています。
 NRIのサステナビリティ経営とめざす姿　   P.21

成長戦略 

　社会のデジタル化が一層急速に進む中、お客様・社会の課題解決とNRIの事業成長を両立していくため、①DX戦略、②グロー
バル戦略、③人材・リソース戦略の3つの成長戦略を推進しています。

中期経営計画（2019–2022）の成長戦略

DX戦略 テクノロジーを活用した顧客のビジネスモデル／プロセス変革

ビジネスプラットフォーム戦略 金融分野のビジネスプラットフォーム（BPF）の進化

クラウド戦略 クラウドを活用したレガシーシステムのモダナイゼーション

グローバル戦略 海外売上高1,000億円に向けたさらなるグローバル事業展開

人材・リソース戦略 NRIグループの競争力を支える人材採用・開発、パートナー連携

野村総合研究所46



DX戦略 

　近年、デジタル技術を活用したビジネスモデルや業務プロセスの変革に対するIT投資が増加するなど、DXへの動きが高まっ
ています。また、新型コロナウイルス感染拡大によるビジネス環境の急速な変化をきっかけに、企業変革のスピードが加速しま
した。NRIはコンサルティングとITソリューションを併せ持つ強みを発揮し、戦略策定からソリューションの実装までテクノロジー
を活用して総合的にお客様の変革を支援・実現します。 

　NRIでは、既存ビジネスのプロセス変革・インフラ変革に寄与するDXを「DX1.0」、デジタル技術で新しいビジネスモデルその
ものを生み出すDXを「DX2.0」、社会課題を解決し、パラダイム変革を実現するDXを「DX3.0」と定義し、取り組みを進めています。
「DX1.0」領域では、デジタル技術を活用した業務の効率化や、インフラの高度化に関する数多くの取り組みを進めています。特
に流通業、製造業、サービス業等のお客様でEC事業の立ち上げやそれに伴う物流・在庫システムのインフラ改革の需要が高く、
その後方支援をしています。「DX2.0」領域では、高度な技術を有する企業やお客様と合弁会社を設立し、協業を通じてデジタ
ル技術を活用した新たなビジネスを創造すべく推進しています。 

NRIのDX戦略の枠組み

DX3.0 パラダイム変革 
様々なパートナーとの共創を通じた社会課題解決 
• 地方×DX：生活の質の向上、地域の競争力拡大
• デジタルソリューションによる低炭素化、省資源化など

クラウド／セキュリティ等のインフラ高度化 
• クラウド移行支援、マネージドサービス、セキュリティ事業

今までにないデジタルサービスの確立 
• 新たな業種横断型プラットフォームの構築
• 顧客の新たなビジネスモデルやエコシステムの実現

デジタルフロント エンドユーザー向け活動のデジタル化
• D2C※、CRM、デジタルマーケティング

デジタルバック 顧客の企業内活動のデジタル化
• SCM改革、AI・RPA、ビジネスプラットフォーム

DX2.0 ビジネスモデル変革 

DX1.0

プロセス変革 

インフラ変革 

社会のトランス 
フォーメーション 

顧客・業界の 
トランス 

フォーメーション 

お客様との共創で拡大するDX2.0（ビジネスモデル変革）の取り組み 

KDDI㈱と2017年に設立。企業のDX戦略立案か
ら、事業化検証、システム構築・運用までを一環
して支援。

KDDIデジタル
デザイン㈱ 

DMG森精機㈱と2018年に設立。デジタル技術
を用いて、工場等における生産設備の高度な活
用を支援。

テクニウム㈱ 

㈱デンソーとNRIセキュアが2018年に設立。自
動車業界向けに車載電子機器のセキュリティ診
断およびコンサルティングサービスを提供。

㈱NDIAS 

コマツ、NTTコミュニケーションズ㈱、ソニーセ
ミコンダクタソリューションズ㈱と共同で2021

年に設立。DXにより施工工程を最適化し、大幅
な生産性向上を実現する建設業向けデジタルソ
リューションを提供。

㈱EARTHBRAIN

野村ホールディングス㈱と2019年に設立。ブロッ
クチェーン技術を活用し、有価証券やその他の
権利を発行・流通するための取引基盤を開発・
提供。

㈱BOOSTRY

㈱QUICKと2019年に設立。金融機関の環境変
化に対応するために、両社が持つ経験やノウハ
ウを活かして効率的なサービスを開発。

㈱Financial 
Digital Solutions

※ D2C（Direct to Consumer）：ECなどによる直販
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NRIの成長戦略

マイナンバーを基盤に生活者の利便性向上に貢献する
　NRIは、普及が進むマイナンバーカードを「デジタル社会のID」として普及・定着させるため、民間・公共横断のサービス開発
と利用シーン創出に取り組んでいます。
　NRIは国内最大級のサービス事業者として、民間の立場からマイナンバー制度を推進するため、番号管理サービス
「e-BANGO」、本人確認サービス「e-NINSHO」、官民連携デジタル基盤「e-私書箱」のサービスを展開し、近年では、金融機関で
の本人確認や控除証明書等電子交付の申し込みの行政手続きにe-NINSHOを利用するなど、生活者がマイナンバーの活用に
利便性を実感できる民間サービスや行政手続きへの組み込みを行いました。
　今後も、マイナンバー制度の社会実装を支援し、その経験の“受け皿”となる生活領域での利用シーンを創出することで、幅
広い領域での事業機会の拡大を図ると共に、行政・民間を効率的につなぐサービスを提供し、社会のトランスフォーメーション
に取り組みます。

デジタル社会の進展を 
実現するロードマップ

DXコンサルティングで顧客・社会の変革を支援
　NRIのDXコンサルティング領域は、経営層の抱える課題、
事業のオペレーション革新やイノベーション創出、事業を支
えるインフラや人材・組織など、多面的なあらゆる階層に及
びます。
　課題に対する洞察を深め、提案にとどまるだけではなく、
実践的な成果を提供するために、様々なケイパビリティを有
する社内外の人材を組み合わせたチームを編成すると共に、
適切な技術やSaaSを組み合わせることで機動的に価値提供
することを目指しています。そのためにも、外部パートナー
との戦略的なアライアンスを進めています。
　時代の流れと共にDXコンサルティングに求められること
は高度化しています。顧客や社会に対しての支援を行う立場
にとどまらず、変革の提案と推進を共に行っていくパートナー
としての実行力も強化し、顧客と共に新しい社会やビジネス
を作ることに取り組み続けています。

教育・資格

引っ越し・住所変更

自治体申請電子化

保育所申請

寄付金控除証明書 
（ふるさと納税）

生活者

就業者

国民

投資家・契約者

確定申告電子化

免許証

相続

就労証明書

ハローワーク求職／給付

健康保険証

年末調整電子化

源泉徴収票

給与明細

保険料控除証明書

住宅ローン残高証明書

預金付番

銀行口座開設

取引報告書

証券口座開設 法人設立

DX戦略 －DX戦略の取り組み－

社会課題解決PF

デジタルESG

データドリブン 
マネジメント

経営 

事業 

インフラ 

テクノロジー 

人・組織 

バック 

フロント 

DX1.0 

DX3.0

DX2.0 

デジタル 
マーケティング

CX CoE
イノベーション 
マネジメント

営業DX

デザイン 
スプリント

デジタル業務改革

デジタル 
エコシステム

アダプティブ 
事業開発

デジタルSCM

データ 
サイエンス

タレント 
マネジメント

データ 
ガバナンス

DX人材育成

ノーコード／ 
ローコード

DX／DAO 
組織設計

NRI-DX コンサルティングメニュー
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DXで建設業界に施工プロセス変革をもたらす  
　NRIはコマツ、NTTコミュニケーションズ㈱、ソニーセミコンダクタソリューションズ㈱と4社共同で、2021年9月に新会社「㈱
EARTHBRAIN」を発足させました。デジタル技術を駆使し、建設現場の地形や機械・人・材料さらには安全・環境面も含めて、
あらゆる情報を遠隔からモニタリング。現場の可視化・最適化や遠隔操作など多様なソリューションで建設の全工程を最適にコン
トロールすることによって、お客様の課題を解決します。これにより、生産性プロセスの新たなスタンダードを生み出し、安全で
生産性の高い未来の現場を創造します。 

マルチクラウドの高度化（Dedicated Cloud）
　オンプレミスや複数クラウドの併用など、顧客システム基盤の多様化・複雑化に伴うシステム全体の最適化に対する需要の高
まりを受け、NRIは複数のクラウド基盤を一元的に管理するマルチクラウドサービスや、お客様のIT部門に代わってシステム全体
を最適化し、総合的に支援するマネージドサービスを提供しています。 

　DXの実現において、パブリッククラウドの有用なサービス群を活用することは重要な成功要因です。ガバナンスやセキュリティ
を安全・安心に自社統制下で行いたいというニーズに対応しながら、パブリッククラウドの有用性や競争力を最大限に発揮する
ために、NRIは自社データセンター内に専用パブリッククラウドを設置し、自社統制下で運用するDedicated Cloudを運用してい
ます。 

　2020年3月にはOracle Corporationが提供する「Oracle Cloud dedicated region」を世界で初めて導入し、NRIの専用パブリッ
ククラウドとして提供しています。 

NRIデータセンター 外部データセンター

プライベート
クラウド

専用
パブリック
クラウド

パブリック 

クラウド 

パブリック 

クラウド 

パブリック 

クラウド 

NRIにおける統制 

Dedicated  
Cloud

施工プロセスのデジタル変革が新たな価値を生み出す

建設現場で 
データを取得 デジタル変革が生み出す新たな価値

建設生産プロセスにおける生産性の向上

各
種
デ
ー
タ

デジタルツインで最適化された 
安全な現場

シミュレーション技術を駆使し工事の 
環境適応性を向上

価
値
あ
る
コ
ト
デ
ー
タ
に
し
、

建
設
現
場
の
可
視
化
・
最
適
化
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NRIの成長戦略

グローバル戦略 

　「中期経営計画（2019-2022）」の目標である海外売上収益1,000億円達成に向け、地域ごとに成長戦略を実行しています。 

豪州 
　2022年3月期は、豪州地域の統括会社であるNRI Australiaが豪州最大のテスティング専業企業であるPlanit、豪州四大銀行
のひとつであるコモンウェルス銀行（Commonwealth Bank of Australia）のグループ会社であったAUSIEXを買収しました。また、
ASGはDXのケイパビリティ強化を図るため、PRAGMAとvelradaの2社を買収しました。 

　これにより、NRIの豪州事業は、コンサルティングや運用サービス・BPOの強みに加え、システム品質高度化サービスを備え
た日本国内と同様の企業体へと進化してきました。 

　2016年に豪州に進出してから6年が経過し、その規模は約5倍にまで拡大、豪州でも主要なITサービサーとして認知されるよ
うになりました。今後は、M&Aによる規模の追求から、付加価値の追求に戦略の重点をシフトし、豪州市場でのさらなる成長を
目指していきます。

コンサル、開発・導入 マネージドサービス その他・共通 

金融 

政府・公共 

産業 

アドバイザリ＆ 
ソリューション 

（ITコンサル～ 
ITシステムの導入） 

ASG 
ITマネージドサービス 

（ITシステムの運用・管理） 

IT
人
材
派
遣 

AUSIEX 

WM※1事業者への 
ITプラットフォーム 

※1  WM：ウエルスマネジメントの略。 
金融機関、独立FAなど 

※2  ITシステムの品質向上に関わる 
コンサルティング、実行支援など 

Planit 

クオリティ・ 
エンジ 

ニアリング※2 

地
域
拡
大 

主に資源系 

2016.12 2017.9 2019.11 2020.3 2021.11 2022.2

ASG 
買収 

SMS 
買収 

1ICT 
買収 

Group10
買収 

velrada 
買収 

PRAGMA
買収 

2017.9 
設立 

2021.5買収 

2021.5買収 

NRI Australia

ASG 

Planit 

AUSIEX 

NRI 

ニュージーランド 

インド 

英国 

フィリピン

※1 SMSは買収後にASGと完全統合 
※2 その他買収企業はASG子会社として存続 

10 permanent employees 

2,500+ employees 1,500+ employees 300 employees 

※1

※2

豪州事業の 
運営体制

豪州事業のあゆみ

サービス × 顧客基盤
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ASG  
　ASGは、豪州IT市場をリードするキープレイヤーとして
M&Aを行いながら、その事業と地域を拡大してきました。
NRIと同様、戦略の立案からシステム導入、運用管理に至る
ITのライフサイクル全体をサポートするASGは、政府・公共
機関を中心に4つのサービスを提供しています。アドバイザ
リサービスはデジタル戦略等の策定やプロジェクト管理など
のサービスを提供します。そして、ソリューションサービスは、
システム設計や導入を、マネージドサービスは、システムの
運用管理を行います。IT人材派遣はNRIにはないサービスで、
IT人材の派遣や採用支援を行っています。
　ASGは、DXに関するフルレンジのケイパビリティを有して
おり、お客様のトラステッドパートナーとして変革を一貫して
サポートすることで、お客様と共に成長することを目指して
います。

　ASGは、M&Aによりケイパビリティを広げながら、お客様
をトータルでサポートすることでさらなる成長を目指します。 

AUSIEX   
　AUSIEXは、豪州の大手証券会社やウエルスマネジメント
会社並びに10,000名を超えるIFA※などに対して、バックオフィ
ス領域におけるITシステムおよびオペレーション・サービス
などを組み合わせて付加価値の高いサービスを提供する
SaaSプロバイダーです。日本国内で提供する共同利用型
サービス関連技術を取り込み、新たなサービスを強化するこ
とで、ウエルスマネジメント領域以外もカバーするビジネス
プラットフォームの構築をねらいます。
　今後は、サービスをさらに強化し、多くの金融機関やIFAが
利用するマーケットインフラとなることを目指します。 

※ IFA：大手金融機関などに属さない独立系フィナンシャルアドバイザー 

Planit   
　SIerがシステム開発の全工程を担う日本に対し、内製開発
が多い欧米では、テスト工程を専業企業へ外注することが一
般的です。テスティング専業のPlanitは、1,500名のテスト専
門家がITシステムの品質維持・向上に関わるコンサルティン
グからテスト工程の実行支援、テスト自動化ツールの提供等、
幅広いサービスを提供しています。長年の経験で蓄積され
た独自のノウハウやサービスを活かし、幅広い顧客に対して
付加価値の高いサービスを提供しています。顧客はオセア
ニア地域の大手金融機関や政府公共機関だけではなく、英
国の大手小売業企業なども含まれます。昨今のDXの進展に
より、テスト工程では高度なコンサルティングや効率化が求
められており、テスティング市場は今後も高い成長が期待さ
れています。Planitはお客様のクオリティパートナーとして

SIerとは異なったポジショニングに成功しており、差別化され
たケイパビリティを用いて、オセアニア地域だけでなく北半
球での事業拡大を目指しています。

サービス別売上（FY2022） 顧客業種別売上（FY2022）

 アドバイザリ＆ソリューション 40%

 マネージドサービス 37%

 IT人材派遣 23%

 政府・公共 51%

 金融 18%

 資源・製造 10%

 通信・メディア 6%

 その他 14%

教育事業 
（認定資格） 

コンサルティング 
（テスト戦略・計画） 

テストの自動化、 
セキュリティテストなど 

テスト実行 
（作業代替） 

戦略 
企画 

内製開発 
（DX開発） 

ユーザー企業 
（＋コンサル会社） 

運用・ 
管理設計 開発 テスト

専業企業へ外注 

Planit事業 

高付加価値サービスへ拡大 

NRI 

金融機関、
IFA 

証券取引管理 
（口座開設、顧客情報
管理、受発注・取次ぎ、
決済・入出金） 

ポートフォリオ管理 
（残高管理、権利配当
処理、税関連レポート

作成） 

IT＋オペレーション 

AUSIEX 

・NRIの証券取引管理システム（I-STAR/GV） 
・SaaS事業ノウハウ 
・新規サービス開発投資、有力外部ベンダーとの提携 等 

バックオフィス
業務委託 

取引委託料 

資産 
アドバイス料 

利用料 
（取引量ベース） 

利用料 
（預り残高ベース） 

個人投資家
（リテール・ 
ウエルス層） 

Planitの事業概要

AUSIEXの事業概要
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NRIの成長戦略

Core BTSの概要

北米
　北米のITサービス事業（デジタル分野）は、日本の約1.5倍の成長が期待されています。NRIが国内において競争力を維持し
ながら、グローバル事業を拡大するためには、北米市場で事業基盤を確立することが必要です。NRIは、2021年に北米DＸ企業
のM&Aを行いました。

Core BTS  
　2021年12月、米州における地域統括会社である Nomura 

Research Institute Holdings Americaは、米国インディアナ
ポリスに本社を置くCore BTSを子会社化しました。
　Core BTSは、米国の幅広い業種の顧客に対してデジタル
トランスフォーメーションに係るソリューションを提供してい
ます。Microsoft CorporationおよびCisco Systemsとの戦
略的パートナーシップを通じ、クラウド、デジタル開発、ネット
ワーク、セキュリティの各事業領域においてコンサルティン
グからシステム開発・導入、運用までフルラインアップのサー
ビスを提供しています。
　ネットワーク事業を祖業とするCore BTSは2018年からの
M&AでDXアプリケーション開発やクラウド・コンサルティン
グのケイパビリティを獲得し、2021年にネットワークとクラウ
ドコンサルティング（Microsoft Azure）の2本柱となる事業体
制を構築しました。現在はインフラからDXアプリケーション

開発までワンストップで提供しています。また、高度なスキ
ルを保有するエンジニアを集結させることで、米国トップレ
ベルのソリューションパートナーへ昇格するなど、競争力を
大幅に強化しています。
　今後も外部成長等を活用しながら、提供ソリューションの
高付加価値化と顧客基盤の拡充を図っていきます。

コンサルティング

ハードウェア販売

キーパートナー キーパートナー

ネットワーク構築

クラウドマイグレーション

アプリケーション開発、 
データ分析基盤

ネットワーク・セキュリティ OAセキュリティ

デジタルワークプレース

マネージドサービス

ネットワーク事業 クラウド事業

2021年6月

2021年2月

2020年8月

図中の年月は買収時期

グローバル戦略 
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採用強化

 4年間で1,000名以上の社員数（NRI単体）を増加
 新卒採用の強化：プロモーションの強化 など
 中途採用の強化：スペシャリストの採用拡大に向けた処遇制度のさらなる拡充 など

2019年3月期 2023年3月期（計画）

新卒採用 319名 安定的に拡大

中途採用 133名 倍増

社員のスキル獲得・育成  ビジネスデザイナー、データサイエンティストなどを戦略的に育成
 DX戦略を支えるアプリケーション／プラットフォーム人材へのスキル獲得・育成

社員の活躍推進  多様な働き方の推進（ダイバーシティ、女性活躍、シニア人材活躍 など）

開発パートナーの拡大  DXなどの技術・ノウハウを保有する開発パートナーを拡大

　中期経営計画（2019-2022）のDX戦略、グローバル戦略を遂行するためには、着実にこれらを推進できる人材が必要です。
NRIは新卒社員に加え、中途入社社員の採用を強化しています。加えて、DX案件の推進に必要なスキルを獲得する研修プログ
ラムも充実させ、DX人材の育成を強化しています。
　社内だけではなく、社外においても、デジタル技術に精通し、ノウハウを保有するパートナー企業との協業を進め、DXを推進
するための基盤を整えています。 

　NRIに入社した理由は、幅広い業界の仕事ができる環境なので、今までの経験を活かして新し
い事業に取り組んだり、仕事を通じて視野を広げることができるのではないかと考えたためです。
　入社前には、DX等最先端で華やかな仕事内容の印象がありましたが、エンハンス等の地道
な仕事をコツコツ実施されている方も多く、少し驚きました。若い世代も優秀な方が多く、責
任感やモチベーションも高いと思います。このため、仕事もやりやすく、育成のやりがいもある
と感じています。また、役員からの定期的な情報発信により、会社の向かう方向がわかりやすい
点もNRIに入社して良かったと感じることのひとつです。

中途入社社員の声 

保険ソリューション事業本部 

藤田 佳名子（2020年5月入社）

人材・リソース戦略

0

4.500

9,000

13,500

18,000

22.321.320.319.318.317.316.315.314.313.3 22.321.320.319.318.317.316.315.314.313.3
0

100

200

300

400

500

600

700

社員数の推移
（名）

NRI籍※採用者数の推移
（名）

 国内子会社　  NRI籍※　  海外子会社  新卒　  中途
※ NRI本体採用のグループ会社社員等を含む
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NRIの成長戦略

　2022年3月期は、前期に引き続き新型コロナウイルスの
感染拡大が断続的に発生する中、NRIが継続的に取り組ん
できたDX事業やグローバル事業が拡大し、業績を順調に
伸ばすことができました。営業利益率とROEについては、
長期経営ビジョンである「Vision2022」（以下、V2022）の目
標を2022年3月期までに既に達成していましたが、今回、
営業利益についても新たに前倒しで達成することができま
した。これを受けて、NRIは2023年4月に全容を公表予定
の新たな長期経営ビジョン「Group Vision V2030」（以下、
V2030）について、2022年4月の決算発表で骨子を先駆け
て発表し、さらに先の成長へとあゆみを進めています。 

V2022を振り返って 

　2023年3月期はV2022を完遂し、V2030へとつなげる節
目の年度です。V2022のこれまでの6年間における財務運

営を振り返ると、まず手元運転資金については、売上収益
の2～3ヵ月程度を目安に効率的な運営を心掛けてきまし
た。コロナ禍では不測の事態に備えて売上収益の3～4ヵ
月程度を目安に一時的に厚くしましたが、現在は従来の水
準に戻しており、社会情勢を注視しながら機動的な運営を
してきました。
　事業用及び非事業用資産については、経営資源を集約し
て事業運営を効率化させるために、オフィスやデータセン
ターの整理と、賃貸への切り替えによる流動化を進めてき
ました。新型コロナウイルスの感染拡大によって働き方の
多様化は加速しており、それを受けたオフィス集約に継続
して取り組んでいます。 

　政策保有株式については、保有方針との整合性を定期的
に検証しながら削減を進め、現在では2017年3月期の約半
分にまで削減することができました。直近の決算からは保
有目的の分類についても新たに整理して公表しており、透
明性を確保しています。 

V2022の成長を礎に
柔軟かつ積極的な
財務運営を実践します。

財務戦略
CFOメッセージ

常務執行役員 
CFO 

須永 義彦

V2022におけるこれまでの実績（2017年3月期～2022年3月期） 

データセンター 

・ Y1DC（横浜第一データセンター）の閉所 
（2022年3月） 

オフィス 

・ YLC（横浜ラーニングセンター）の返却 
（2018年6月） 
・ 横浜野村ビルの信託受益権の売却 
（2021年5月、2022年4月） 

その他 

・ 社員寮の売却 
（2018年3月） 

事業用及び非事業用資産の整理 政策保有株式の削減 戦略的なキャッシュ配分

 分類なし　  戦略投資目的　  取引先・パートナー等

17.3 17.3–21.322.3 22.3

 既存事業維持　  成長投資　  株主還元
※ 2019年の自社株TOBを除く

約660億円

約340億円

37%

20%

43% 37%

42%

21%
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　また、多様な働き方やライフスタイルの変化に対応し、よ
りサステナブルな退職給付制度を実現するために、2021

年3月に退職給付制度の改定を行いました。これを受けて
掛金の拠出水準を最適化し、さらに年金資産の運用方針に
ついてインフレリスクを考慮しつつ退職給付債務と年金資
産の親和性を高めることにより、財務リスクを大幅に抑制し
ました。 

　キャッシュ配分については、既存事業の維持、M&Aなど
の成長投資、株主還元のバランスを意識しつつ、好機があ
れば柔軟かつ積極的な判断をしてきました。特に2022年 

3月期は、豪州のAUSIEX、Planit、北米のCore BTSの3社
のM&Aを実施し、例年以上に成長投資に注力しました。 

　一方で、順調な成長の中でも、我々の社会はロシアによ
るウクライナ侵攻や急激なインフレ・利上げ・円安などによっ
て社会・経済共に激動の時代を迎えており、今まで以上に
グローバルな変化とサステナブルな経営を意識しながら財
務運営を行っていく必要性を感じています。 

財務によるグローバル推進 

　NRIは、日本・アジア、豪州、北米を三極としてグローバ
ルな事業展開を進めています。財務もこれに対応し、2018

年にはS&Pの格付を新たに取得するなどグローバルを意識
した運営を行ってきました。 

　 2022年2月にNRIが本邦事業会社では初めて実施した
AMTN（Australian Medium Term Note）プログラムを活用
した資金調達は、豪州での事業拡大を背景に豪ドルの機動
的な調達を可能にするための取り組みです。このような新

しい取り組みを通じてNRIに対する海外投資家の認知度を
一層高め、国内外共に投資家層を拡大させていきたいと考
えています。 

サステナビリティ経営を推進する財務活動 

　NRIは、企業理念である「未来創発」にサステナビリティ
経営の確固たる礎が築かれており、財務においても、国内
事業会社での第1号グリーンボンドの発行やサステナビリ
ティ・リンク・ボンドの発行等、世の中の持続可能性を意識
した経営をしてきました。また、2022年3月期はグリーンボン
ドで購入していた横浜野村ビルの信託受益権を売却し、そ
れに代わって大阪第二データセンターをグリーンボンドの
対象事業として選定しました。このような対象アセットの入
れ替えを国内で初めて実施することで、グリーンボンドの
新たな運用の在り方を世に提示しました。 

　サステナビリティ経営は、NRIを持続可能な社会の実現
に貢献できる存在とするだけでなく、NRI自体の企業価値
も高めます。資金調達や投資対象の選定において、常にサ
ステナビリティ経営を意識することで、財務活動が事業活
動と並んで経営の両輪となるように努めていきます。 

　NRIの視線は既に2030年に向いています。しかし、そこ
に至る道は決して平坦ではないでしょう。2030年の社会を
見据え、あるべきNRIを実現し、社会と価値を共創するため
には、これまで以上に戦略的かつ大胆な判断が求められる
局面が出てくるはずです。柔軟かつ積極的な財務運営を実
践し、これからのNRIの成長を力強く支えていきます。

バランスシート運営方針

現金及び現金同等物
  ポストコロナを意識した安定した運転資金の 

確保（売上収益の2～3ヵ月程度）

投資有価証券、事業用及び非事業用資産
  政策保有株式は、企業価値向上に 

即した合理性の中で保有
  事業資産は資本コストや 

営業利益率等を基にハードルレートを 

設定し、投資・撤退を判断
  働き方改革と連動したオフィスの 

さらなる集約化・流動化

資産

中長期的な有利子負債※の管理方針
  ネットD/Eレシオ0.3倍を上限
  ネット有利子負債はEBITDAの範囲内

退職給付資産・負債
  退職給付債務と年金資産の親和性を高めることにより、 
財務リスクを大幅に抑制

負債

自己資本
  成長・還元を両立する欧米並みの資本効率を意識
  非財務情報の株価への影響を意識的に観測
  配当性向35%

  使途が見込まれない自己株式は保有しない
  自己株式の取得・消却を継続検討

資本
資産

負債

資本

※ 有利子負債は、連結財政状況計算書に計上されている負債のうち、社債及び借入金を対象としている。
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NRIの成長戦略

価値共創

NRIがこれからも持続的に成長を続け、社会にとってなくてはならない存在であり続けるために、私たちは事業を通じてお客様
や社会と共に価値を創造し、社会課題の解決に取り組んでいます。

価値共創の取り組み状況のモニタリング

　中期経営計画で策定した「NRIらしい3つの社会価値」は、毎年の事業計画に組み込み、各事業を通じて実践されます。四半期
ごとに取締役会で取り組み状況を報告・モニタリングを行い、結果を再び計画に反映しています。

中期経営計画策定（3～4年）
中期経営計画（2019–2022）で、
NRIグループのサステナビリティ
経営の全体像と3つの
社会価値を定義

事業計画策定（年1回）
全社：  事業を通じた「価値共創」の推進を 

活動方針と共に明示 （2019～）
セグメント：  戦略目標・施策・KPIを、3つの社会 

価値と紐付けて設定 （2019～）
本部：  セグメントの活動方針を踏まえて、 

各事業の成長戦略に組み込み 
 （2020～）

取締役会でモニタリング（四半期ごと）
バランススコアカード（BSC）の管理
手法を導入し、業績や事業活動のみ
ならず社会価値の観点についても定
性・定量（KPI）の両面でモニタリング

NRIらしい3つの社会価値 
（価値共創を通じた社会課題の解決）

新たな価値創造を通じた

活力ある未来社会の共創

社会資源の
有効活用を通じた

最適社会の共創

社会インフラの 
高度化を通じた

安全安心社会の共創

NRIらしい3つの社会価値と重要課題の特定プロセス

課題の洗い出し 

STEP 1 

持続可能な成長を考える上で考慮すべき課題となり
うる要素を事業と機能の2軸を基に各推進委員会に
てまとめる。 

重要度が高い要素の抽出 

STEP 2 

洗い出した要素に対して、社内外の様々な視点から
重要度が高い要素を抽出する。 

有識者ヒアリング・経営討議による特定 

STEP 3

抽出された重要度が高い要素に関して、社外の有識
者の意見を踏まえて内容を調整、経営討議を経て特
定する。 

価値共創推進委員会

事業を軸とした攻めの 

マテリアリティの洗い出し 

NRIの創造する価値とは何かを議論 

5つの「社会価値」に整理

5つの社会価値×事業で整理し、 
各事業本部の社会価値を整理 

社内役職員との議論を重ね、 
3つの「社会価値」に集約 

特定時点においてロングリスト作成にあたり参照
した国際規格・ガイドライン等
 ・ISO26000（社会的責任に関する手引） 
・GRIガイドライン第4版 
・Dow Jones Sustainability Indices（DJSI） 
・ SASB（米国サステナビリティ会計基準審議会）
の国際基準・ガイドラインの項目
・国連グローバル・コンパクト 

サステナビリティ推進委員会 

機能を軸とした守りの
マテリアリティの洗い出し 

企業理念、創業の精神、NRIの
DNAに立ち返り、それらが
「社会価値創造」であることを確認 

持続可能な成長を考える上で
考慮すべき課題となりうる要素を
ロングリストとして整理 

洗い出した要素に対して、経営の視点、
社外ステークホルダーの視点から重要度
が高い要素を抽出 

社
外
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

視
点
で
の
重
要
度

経営視点での重要度 

高

高

持続的成長に向けた重要課題

地球環境への 
負荷低減

多様な 
プロフェッショナルが 
挑戦する場の実現

社会からの 
信頼を高める 

法令遵守・リスク管理

社会の 
ライフラインとしての 
情報システム管理
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価値共創推進委員会

　価値共創推進委員会は、ボトムアップの活動を通じて、社員一人ひとりに“NRIグループの価値共創”を「認知」、「共感」しても
らい、現場発の「実践」を促すと共に、各現場における「実践」の取り組みをNRIグループ全体に周知し、企業文化として「定着」
させる役割を担っています。
　これまで、価値共創を「認知」し「共感」を生み出すために、世代や組織を超えた対話や価値共創の伝承者である「価値共創リー
ダー」の育成を行ってきました。価値共創リーダーや各組織での活動により、実践活動も進んでいます。私たちは、価値共創を
自分ごととして捉え、お客様や社会を巻き込みながら、新たな社会価値を創出していきます。

サステナビリティ推進委員会

　サステナビリティ推進委員会は、ESGの観点で経営基盤となる活動を推進する役割を担っています。
　5つの分科会 ・チームに分かれ、シナリオ分析をはじめとしたESG情報開示や、データセンターの脱炭素化検討、人権関連調
査等といった各種サステナビリティ施策に取り組み、サステナビリティ経営を支える活動を推進しています。

マテリアリティ

・  サステナビリティ基本方針の 
検討
・  マテリアリティの見直し
・  ビジョン統合
・  投資家対話　など

サステナビリティ推進委員会

事務局
サステナビリティ推進室

脱炭素化

・  データセンターのカーボン
ニュートラル検討
・  Scope3排出量削減に向けた 
検討
・  再生可能エネルギー調達　など

ESG情報開示

・  TCFDシナリオ分析
・  ESG情報開示
・  外部評価対応　など

人権対応

・  人権関連調査
・  ダイバーシティ& 
インクルージョン推進
・  各種施策の社内浸透　など

サプライチェーン対応

・  サプライチェーンの 
モニタリング
・  パートナーダイアログ　など

分科会・チーム体制

グローバル

実践

自分ごと化 
＋具体化

共感

NRI NRIグループ 顧客 社会

現場発の活動支援

モニタリング・評価

価値共創リーダー育成

価値共創ブランディング

顧客・社会との接点
拡大・巻き込み

より強い「共感」を醸成することを主眼
に置いたモードへの切り替え

既存の取り組み

巻き込む対象範囲の拡大

認知

Action

Memory

Desire

Interest

Attention

顧客・社会との価値共創領域

グループ内での変革
（社会をリードする 
働き方の創出）

既存事業における 
さらなる社会価値の 
創出（DX1.0／2.0など）

新事業の創出 
（DX3.0など）

サステナビリティ経営の推進体制 

　NRIでは、「価値共創推進委員会」と「サステナビリティ推進委
員会」を社長特命で設置し、両委員会での検討や議論を踏まえて、
取締役会や経営会議等へ定期的に報告を行っています。

代表取締役社長 

価値共創推進委員会 
委員長：執行役員 

企業理念に基づき 
社会価値の創造を推進 

サステナビリティ推進委員会 
委員長：執行役員 

ESGの視点で 
経営基盤となる活動を推進 
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NRIの成長戦略

価値共創の実践ー「未来創発賞」ー

NRIでは、お客様との共創や社会課題の解決などを通じて、
NRIの持続的成長に資する取り組みを行った社員やチーム
に毎年、「未来創発賞」を授与しています。2022年3月期は、 
3チームが価値共創賞を、4チームが特別賞を受賞しました。

新会社「㈱EARTHBRAIN」の立ち上げ
「㈱EARTHBRAIN」チーム

　NRIグループのコンサルティングとITソリューションを融合
した「コンソリューション」の取り組み。異業種企業が専門的
知見を持ち寄り、DXスマートコンストラクションのビジネス

を加速度的に進めていく挑戦はビジネスモデルを変革する
「DX2.0」の好事例として新たな未来を提起しています。

環境性能の高い製品に搭載する遠隔測定システムの開発と実証
「テレメトリシステム開発」チーム

　環境性能の高い製品の開発を行う製造業A社が抱えてい
たテレメトリシステム（データ収集・遠隔把握システム）関連
における課題に対して、A社とNRIのスクラム体制のもと、環
境性能の高い製品向けテレメトリシステムを短期間で新たに

開発しました。1回限りという厳しい条件下のテストでも成果
を発揮し、さらに本導入においても実績を残し、A社の期待
に応えました。これは、カーボンニュートラルの推進に貢献
するものです。

未来創発賞2021 価値共創賞

大学生協トレーチェック決済システムの開発・提供
「大学生協トレーチェック決済」チーム

　コロナ禍で生じた大学生協の固定費削減という喫緊の課
題に対して、学生が自ら食事を載せたトレーをスマホで撮影
する非接触決済方法「トレーチェックサービス」を提案・開発
しました。3ヵ月でのスピード事業化が愛媛大学生協から評
価され、労働力と設備費の最適化と同時に、学生の新しい店
舗体験にもつながる方策として、最適社会・未来社会の実現
に寄与しました。

　なお、このプロジェクトは価値共創リーダーによる実践に
より生まれました。価値共創リーダーが顧客と共創すること
を念頭に新規ビジネスの確立を継続的に目指し、実現しま 

した。

其田 彩乃
NRIネットコム㈱ 
デジタルインテグレー
ション事業本部 
価値共創リーダー1期生

木村 勇三
NRIネットコム㈱
デジタルインテグレー
ション事業本部 
価値共創リーダー3期生

愛媛大学生協

愛媛大学生協と学生とNRIネットコム㈱が共創

学生NRIネットコム

いつも通り 
食事を受け取り

1

レジではなく、 
トレーチェック 
専用のテーブルへ

2

専用テーブルに 
ある来店QRを 
読み取ってトレー
全体を撮影

3

おいしく食事！

4

価値共創賞

特別賞

お客様や他部署との協働を通じて、NRIらしい3つの
社会価値（活力ある未来社会の共創、最適社会の共
創、安全安心社会の共創）のいずれかを創出した社
員やチームを表彰

価値共創賞には該当しないものの、未来社会創発企
業にふさわしい活動や社会課題の解決に貢献した社
員やチームを表彰

未来創発賞
The NRI Dream up 
the Future Award
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デジタル通貨に関する研究報告・提言活動
「通貨と銀行の将来を考える研究会」チーム

　中央銀行デジタル通貨の課題と展望を示すことを目的に、
NRIの発意で「通貨と銀行の将来を考える研究会」を発足し
運営を行いました。産学の有識者と共に研究会を開催し、中
央銀行デジタル通貨が社会に浸透するための現実解を検討
しました。
　導入目的や社会への浸透戦略に関して、異なる見解や新
たな議論などを成果報告書として集約・発信することによって、
民間事業者と中央銀行における意見交換プロセスの構築に
寄与しました。

未来創発賞2021 特別賞

新型コロナ禍における社会問題に関する各種提言
「新型コロナ禍における 

社会問題に関する各種提言」チーム

　新型コロナ禍の社会の変容を見つめ、世界各国のワクチン
接種動向や感染者推移データを基に、日本のワクチン接種
率の見通しやワクチンを軸とした感染防止戦略を提言。日本
のワクチン施策を方向付ける重要なインプットとなりました。 

新型コロナウイルス感染症ワクチン接種事業支援
「国のワクチン接種事業支援」チーム

　国や地方自治体が進めるワクチン接種事業プロジェクトに
対し、制度設計の段階から関わり、ワクチン接種円滑化シス
テムの設計や工程管理、接種体制の確保、接種現場への教
育まで総合的に支援しました。

新型コロナワクチン職域接種における予約サイトの構築 

およびワクチン接種体制の確保と運営
「ワクチン職域接種」チーム

　新型コロナワクチンの確保、接種体制の準備に取り組み、
職域接種予約サイトを2週間強の短期間で構築、NRIグルー
プ内外合わせて約26,000名への職域接種をスムーズに実施
しました。 

接種会場の様子

役職員の「価値共創」への取り組みを本部単位で評価

　2020年3月期より、本部ごとの評価軸に「価値共創」を追加しました。
　役職員の「価値共創」への取り組みを本部単位で評価し、2021年3月期から賞与に加算しています。

役職員の「価値共創」への
取り組みを本部単位で評価し、
賞与に加味

新たな価値創造を通じた
活力ある未来社会の共創

社会資源の有効活用を通じた
最適社会の共創

社会インフラの高度化を通じた
安全安心社会の共創

NRIらしい3つの社会価値（価値共創を通じた社会課題の解決）

中央銀行デジタル通貨への取り組み

活動の内容

活動の手法

活動の目的

内外の政策当局による
対応方針の理解

•  海外当局との意見 
交換

•  国内当局との定期 
面談

•  「通貨と銀行の将来
を考える研究会」で
の議論

•  個別面談
•  業界団体との連携

設計や枠組みに関する
現実的な提案

ノンバンクやプラット
フォーマーを含む民間
事業者の方向性の理解

支払・決済のデジタル化に向けた官民双方の取り組みで「共に考える」役割を果たす
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NRIの成長戦略

NRIは、2023年3月期に長期経営ビジョンVision2022の最終年度を迎えます。私たちはその先の成長に向けて、Group Vision 

2030（以下、V2030）を策定しています。私たちが2030年に向けて描いている成長ストーリーについて、その骨子をご紹介します。
※ Group Vision 2030は2023年4月に公表予定

2030年までの環境変化
　今後10年の環境変化には大きな「うねり」があると考えています。これに対して、企業はデジタル・ファーストへの転換に強い
決意を持って取り組むことが求められます。また、経営とテクノロジーの一体化はさらに進み、企業の競争力を強化するために
は経営サイドがテクノロジーを適切に適用することが求められるでしょう。

　こうした環境変化や企業活動へのインパクトを踏まえると、これからはモノではなく、優れた無形資産によって豊かさが生み
出されると考えます。そのためには、「デジタル社会資本」の充実が不可欠です。デジタルを活用した豊かさと活力のある社会
の前提には、持続可能性と安全安心を三位一体で創り上げていくことが不可欠であり、それが私たちの使命です。
　DXは手段でしかありません。DXのその先に何を創るか、私たちの強みである洞察力を活かし、「豊かさと活力がある社会」「持
続可能で最適な社会」「安全で安心な社会」を創出していきます。

NRIが創発する2030年の社会

豊かさと活力がある社会
豊かさと活力をもたらす社会の構築には、優れた無形資産（人的資本、知的財産）と、
そこから価値を生み出すためのデジタル社会資本※の充実が不可欠
※ デジタル技術で新たな価値を生み出し社会や産業を支える共通のインフラやサービス

持続可能で最適な社会
資源を有効活用し地球環境に配慮した社会を実現するため、リアル空間の様々な事象が
データによって可視化され、デジタル空間でのシミュレーションによって最適に運用されている
（デジタルツイン）

安全で安心な社会 生活者が安心して様々なデジタルサービスを利活用して快適に暮らすために、
社会インフラや個人情報等が高度なセキュリティサービスによって守られている

2030年に向けた成長ストーリー

社会課題の複雑化
• 脱炭素（カーボンニュートラル）など社会課題解決の重要性
• 社会・投資家からの企業への期待
• 国際政治動向の複雑化

産業・ビジネスモデルの再定義
• 業種業態を超えた新たなビジネス領域
• 既存アセットが足かせに（レガシー資産）
• デジタル・ファーストへ転換（増価蓄積型※）
※ 新品の価値が最も低く、アップデートをしながら時間の経過と共に増価する

様々なコンバージェンスの進展（一体化・融合）
• 経営とテクノロジーとのコンバージェンスが進展
• テクノロジー活用が優劣を分ける

社会課題解決は協調領域の拡大が必須
• 社会課題の解決には、パートナーシップが不可欠
• カーボンニュートラルをはじめ協調的な枠組みへ

多様性は活力の源泉
• 包摂性・多様性に伴うビジネス機会
• 企業は多彩な人材・才能の活用が条件に

産業構造の流動化
• デジタル化で業種業態の境界が溶解
• 既存の収益モデルの成長限界
• 競争力の源泉としてのデジタル化

先端技術の進化とコモディティ化の進展
• クラウドやAI、次世代通信など先端技術の進化
• ノーコード／ローコードなどのコモディティ化

価値観・働き方の多様化
• 経済格差、二極化、分断が進展
• 個人を尊重、新しい働き方の定着

環境変化の大きな「うねり」 企業活動への「インパクト」
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2030年に向けた成長ストーリー
　2030年に向けて、私たちは「コア領域」「DX」「グローバル」を中心とした成長ストーリーを描いています。
　DXはこれからさらに奥深いものになり、その範囲は広がっていくと考えます。V2022までに取り組んできた「コア領域（DX1.0／
DX2.0）」は、今後も事業の根幹をなす成長ドライバーであることに変わりありません。コア領域をさらに広げ、そして、2030年
に向けて、「DX」は企業や産業の枠を超えて社会の変革を実現するDX3.0に進化します。さらに、サービスを展開する 

地域は豪州から、北米へと「グローバル」に拡大します。私たちは、事業と地域の拡大によりデジタル社会資本で世界をダイナ 

ミックに変革する存在へと成長することをめざします。

常にテクノロジーの未来を先駆ける私たちNRIは、
DXの先にある豊かさを洞察し、デジタル社会資本で世界をダイナミックに変革していく

事
業
の
拡
大

地域の拡大

売上収益

1兆円超
海外売上収益

2,500億円超
営業利益率

20%以上

2030年のNRI

DX2.0

DX1.0

アジア・ 

オーガニック成長

デジタル社会資本で
世界をダイナミックに変革

コア領域の 
深化
  P.62

人的資本の拡充
  P.63

生産革新

北米展開
  P.52

2030年に向けた成長ストーリー

豪州事業の 
確立

コア領域の拡大

DX3.0
  P.62
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2030年に向けた成長ストーリー

NRIの成長戦略

  アナリティクスやDXコンサルティングなど、顧客の変革実現を
担うDX実行系コンサルティングを拡充
  社会課題アプローチで、顧客協業やDX新サービスなど企画 

事業の先行投資拡大

  BPFは業態別から機能別に進化、オルタナティブ投資や 

デジタルアセットなど新市場向けPFを創出

  クラウドシフトやITアウトソースなど、顧客のレガシーIT資産
のマイグレーション事業を拡大
※ BPF：Business Platform

  コンソリューションとデジタル開発力を梃子に主要産業の
DX成長企業を開拓

  開発効率化と、顧客ビジネスの最適化・自動化に資するデジタ
ルIPを拡充し、競争力強化

  デジタルクライムに対するサイバーディフェンスサービス
を規制対応含め多角的に展開

  先端技術IPの獲得に向け、R&D強化に加えベンダーやスター
トアップ等との共創を加速

DX1.0／2.0の進化と深化で成長を続ける
　コア領域は現状にとどまることなく、さらに拡大を続けていきます。

デジタル社会資本でありたい未来社会を実現
　DX3.0は、NRIが創発する2030年の社会に対応して、ソーシャルDX、バリューチェーンDX、インフラDXの3つに整理しています。
中でも、マイナンバーを活用した行政サービスのデジタル化を実現するソーシャルDXは大きなテーマです。
　企業や業界の変革であったDX1.0／2.0に対し、社会全体を変革するDX3.0は難易度が高いものです。だからこそ、NRIが取
り組むべきであると考えます。

コンサルティング：
DX実行系コンサルティングの拡充

金融ITソリューション： 
BPF※進化とレガシーマイグレーション

産業ITソリューション： 
DX先行顧客の開拓・大型化 IT基盤サービス：サイバーセキュリティ事業の拡大

NRIが創発する2030年の社会 DX3.0で創出するデジタル社会資本

行政サービスのデジタル化
• マイナンバーを基盤とした市民の利便性向上
地方創生・地域スマート化
• 生活の質向上、競争力拡大に向け地方DXを推進
• 街や建物のスマート化による最適化社会の実現
金融サービスの新たな広がり
• デジタルアセットなどの金融資産の新たな活用拡大

豊かさと活力がある社会 ソーシャルDX

バリューチェーン最適化／トレース
• 環境共生と経済効率の両立、CO2可視化
サーキュラーエコノミーPF創出
• 資源有効活用による環境共生

持続可能で最適な社会 バリューチェーンDX

インフラライフサイクル変革
• 持続可能でレジリエントな社会インフラ実現
カーボンニュートラルに向けた金融インフラ創出
• 脱炭素など、市場の創造や高度化

安全で安心な社会 インフラDX

DX 3.0

コア領域の深化 コア

DX3.0

グローバル

コア

DX3.0

グローバル
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世界三極を中心とした事業展開へ
　日本・アジア、豪州、北米の三極での事業基盤を確立させることがV2030における大きなミッションです。
　特に、2022年3月期に子会社化したCore BTSのある北米での事業基盤の確立を目指します。豪州については、オーガニック
成長により筋肉質で高収益の事業体を目指します。また、現地経営体制による持続的な事業基盤を確立し、地域間の連携強化・
シナジー創出を加速させ、長期的にはフルラインのグローバルDX事業の展開を目指します。

“成長ストーリー”を実現するケイパビリティの拡充と強化
　2030年に向けた成長ストーリーを実現するためには、NRIの最大の強みである人的資本への投資を拡大させ、人材のケイパ
ビリティを拡充・強化することが必要です。現在、多くの社員が保有するコア事業のケイパビリティは新領域を開拓・拡大してい
く上でも必要不可欠であり、これからもNRIの強みであり続けます。さらに、V2030の実現のために、事業創造とグローバル事
業を推進するケイパビリティを増強するための人材育成と採用に注力します。

NRIの人材のケイパビリティ（現在） NRIの目指す人材ケイパビリティ（2030年）

事
業
の
拡
大

事
業
の
拡
大

地域の拡大 地域の拡大

課題解決力
実行力

論理力

構想力 課題発見力

多様な人材との 
ビジネス推進力・議論力

柔軟性・適応力・ 
コミュニケーション力

実行力課題解決力

論理力

事業創造する
ケイパビリティ

事業創造する
ケイパビリティ

グローバルで
事業推進する 
ケイパビリティ

グローバルで
事業推進する 
ケイパビリティ

コア領域の
ケイパビリティ
シンクタンク 
コンサルティング 
エンジニアリング

コア領域を
高度化する 
ケイパビリティ
シンクタンク 
コンサルティング 
エンジニアリング

DXを各地域で進化させつつ、相互に高め合う

人的資本の拡充

グローバル

欧州

アジア

日本

豪州

北米

調査・研究・事業探索の
リサーチ・コンサル機能強化

外部成長も活用し 

さらなる事業規模拡大

事業基盤確立から 

持続成長フェーズへ

日系顧客向け事業拡大、 
デリバリー体制の拡充

人的資本への
投資拡大

コア

DX3.0

グローバル

コア

DX3.0

グローバル
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