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中期ビジョン

ＩＴをベースに、ＩＴをベースに、

“エンジニアリング資産の蓄積・活用”と“エンジニアリング資産の蓄積・活用”と資産 蓄積 活用資産 蓄積 活用

“マネジメントスキルの高度化”を通じ、“マネジメントスキルの高度化”を通じ、

「お客様の持続的な成長に「お客様の持続的な成長に「お客様の持続的な成長に「お客様の持続的な成長に

なくてはならないサービス会社を目指す」なくてはならないサービス会社を目指す」なくてはならないサービス会社を目指す」なくてはならないサービス会社を目指す」

3Copyright © 2008 CAC Corporation. All Rights Reserved.



お客様は業務システムに何を期待しているか

2016年将来像：自律進化型サービスパートナーの実現
企業合併や経営統合のスケジュールはシステム統合に依存

大型開発案件の失敗による、稼働遅延と業務への影響

およびＳＩベンダーの利益下方修正

06年12件/07年16件（当社調べ：上場企業）

情報処理関連要員比率は主要金融機関37社で5.0％、
お客様は業務システムに何を期待しているか

現状の課題

業務の変革や統廃合にシステムが足枷となっている

相次ぐ不採算案件で、期待効果充足度が低い。お客様とベンダー双方がダメージを受ける

コスト/要員/設備を相当数割り当てており、本業特化への拍車がかからない

国内仕様優先で 業務のグローバル化に追いついていない

製造業936社で3.5％

コンプライアンス関連市場規模は、

07年:5,382億円、11年:1兆3,615億円と予測。

うち、内部統制対策 07年:2,444億円、11年:2,585億円

（出典：IDC Japan 2007年3月27日発表プレスリリース)

買えば動く当たり前のもの

納期制限やコストオーバーランからの解放

システム（手段）そのものが重要なのではなく 結果が重要である

国内仕様優先で、業務のグロ バル化に追いついていない

情報セキュリティ/内部統制等、システム基本要件の敷居が高くなり、業務課題解決が劣後する

システム依存度の高い業務オペレーションは外部
委託し、差別化分野へ資源集中を図りたい

スタンダードモデルに適応することで ローカルロ
ITへの要求

業務支援への

期待システム（手段）そのものが重要なのではなく、結果が重要である

技術進歩・技術革新の利便性享受

業務システム購入（開発）と利用における確実性と透明性確保/ＲＯＩの向上

委託業務範囲の拡大 本業集中による利益増

スタンダードモデルに適応することで、ローカルロ
スを最小化したい

期待

委託業務範囲の拡大：本業集中による利益増

業務システム開発・運用からの完全解放

「業務とITの双方をお客様の要求に従って確実にサー

2010年の目標 2016年（ＣＡＣ５０ｔｈ）に向けて

「自律進化型サービスパートナー」の実現

「お客様の利益向上に向け ＣＡＣはお客様の業務を自

ＣＡＣグループが出来ること・目指すもの

「業務とITの双方をお客様の要求に従って確実にサ
ビスする」

蓄積された業務ノウハウを活かし、ＢＰＯ/ＢＴＯ領域を
拡大して特化業務毎のカテゴリ リ ダ となる

「お客様の利益向上に向け、ＣＡＣはお客様の業務を自
律進化させるサービスパートナーとなる」

当社が蓄えた特化業務知識とIT技術をベースとする

業務とシステムを 体化したサ ビスを提供する
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拡大して特化業務毎のカテゴリー・リーダーとなる 業務とシステムを一体化したサービスを提供する

お客様の包括的な要望を、当社が主体となって自律進化する



2008-2010 ＣＡＣ中期経営戦略サマリー

20082008--20102010中期経営戦略中期経営戦略

本中期経営戦略では、特化分野におけるＳＩ/ＳＯ事業の強化とＢＰＯ/ＢＴＯ事業の拡大に取り組む

ＳＩ/ＳＯ事業の強化
組織的なプロジェクト遂行能力を強化し、不採算プロジェクトの撲滅とＳＩ/ＳＯ事
業全体の高収益化を実現する

ＢＰＯ/ＢＴＯ事業の拡大
特化業務戦略による高度な業務ノウハウを活用し、ビジネスとＩＴを融合したサー
ビスにより高付加価値なサービスを提供する。ＢＰＯ/ＢＴＯ事業の売上比率２０
％以上を実現する

自律進化型
サービスパートナーの実現

自律的に業務及びシステムに係る機能最適化を図る。お客様は業務システムを
社会インフラと同様、必要な時に、明確な対価でサービスを受けることが可能と
なる

ＢＰＯ/ＢＴＯ事業の

自律進化型サービス
パートナーの実現

顧
客

ＳＩ/ＳＯ事業の強化

/ 事業
拡大

2010年中期経営戦略

負
荷
軽
減
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2010年中期経営戦略

2016年/ＣＡＣ50ｔｈに向けて



経営数値目標

【連結】 単位（億円）
2007期
(実績値)

2008期
(期初計画値)

2010期
(目標値)

売上高 409.2 430 480

【連結】 単位（億円）

営業利益 25.1 30 39

（利益率） 6.1% 7.0% 8.1%

経常利益 28 4 31 40経常利益 28.4 31 40

（利益率） 7.0% 7.2% 8.3%

当期純利益 11.6 16 20
ROE 6.5% － 10%

2007期
(実績値)

2008期
(期初計画値)

2010期
(目標値)

【単体】<参考> 単位（億円）

(実績値) (期初計画値) (目標値)

売上高 318.5 335 360

営業利益 21.7 25.5 31

（利益率） 6.8% 7.6% 8.6%

経常利益 25.2 26.5 32

（利益率） 7.9% 7.9% 8.9%
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（利益率） 7.9% 7.9% 8.9%

当期純利益 9.5 14 17



経営数値目標：セグメント別

【連結】 単位（億円）

2007期
(実績値)

2008期
(期初計画値)

2010期
(目標値)

08-10
(平均成長率)

築

【連結】 単位（億円）

構築サービス 202.2 205 206 0.2%

運用管理サービス 207.0 178 178 0%

ＢＰＯ/ＢＴＯ － 47 96 42.9%/

合計 409.2 430 480 5.7%

【単体】<参考> 単位（億円）

2007期
(実績値)

2008期
(期初計画値)

2010期
(目標値)

08-10
(平均成長率)

構築サービス 177 1 180 170 -2 8%

【単体】<参考> 単位（億円）

構築サ ビス 177.1 180 170 2.8%

運用管理サービス 141.4 114 110 -1.8%

ＢＰＯ/ＢＴＯ － 41 80 39.7%

合計 318.5 335 360 3.7%
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中期経営戦略 詳細中期経営戦略 詳細



1.市場/顧客動向(全体)

ＩＴサービス市場の成長傾向は継続するが、市場成長速度は鈍化傾向

ハードウェア、ソフトウェアの保守サポートの伸びは鈍化傾向

代行サービスとシステムの運用については成長傾向代行サ ビスとシステムの運用については成長傾向

ＩＴ投資は引き続き堅調であるが、ＩＴ投資意欲は減退傾向

ＩＴサービス市場規模予測（セグメント別） ＩＴ投資動向（業種別）

1 042
1,098 1,151 1,205 1,265 1,333 

6.3 6.0 5.2 4.6 4.4 4.2 

0

5

10,000 

12,000 

14,000 
（10憶円）

ＩＴサ ビス市場規模予測（セグメント別）

8242 173
2,286

2,397
2,510

2,626

6.3 6.0 5.2 4.6 4.4 4.2 

10,000

12,000

14,000
（10憶円）

ＩＴ投資動向（業種別）

3,336 3,580 3,846 4,086 4,295 4,489 4,677 

2,659 2,874 3,083 3,280 3,456 3,634 3,810 978 
1,042 

,

-10

-5

4,000 

6,000 

8,000 

1 032 1 072 1,115 1,164
2,012 2,222 2,428 2,602 2,737 2,862 2,9781,254 1,293 1,330 1,367 1,408 1,453 1,504

205 215 226 238 250 262 273

626 669
701 729 760 792 824

1,924
2,049

2,173

4,000

6,000

8,000

1,148 1,145 1,141 1,140 1,147 1,161 1,177 
486 509 532 552 574 596 621 505 537 568 596 622 647 672 

-20

-15

0 

2,000 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
プロセス マネジメント ITマネジメント

2,171 2,284 2,415 2,550 2,676 2,799 2,921

920 955 995 1,032 1,072 1,115 ,

0

2,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

サービス他 通信／放送
プロセス・マネジメント ITマネジメント

開発／インテグレーション コンサルティング

ソフトウェア製品サポート ハードウェア製品保守サポート

市場成長率

出典：ガートナー「2007年上期セグメント別ITサービス市場規模予測」足立祐子
，2007年8月15日，GJ08070

サ ビス他 通信／放送
医療／福祉 政府官公庁／地方自治体
金融 小売／卸売
製造 市場成長率

出典：ガートナー「2007年上期産業別日本のITサービス市場規模予測：全体の動向」
足立祐子，2007年8月31日，GJ08071
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ITマネジメント：運用、アプリケーション・マネジメント、ヘルプデスク・マネジメントにより構成される。

プロセスマネジメント：ITを駆使した業務機能の代行サービスを指す。情報処理とビジネス・プロセス・マネジメントにより構成される。

，2007年8月15日，GJ08070 足立祐子，2007年8月31日，GJ08071



1.市場/顧客動向(業種別)

全般的には、ＲＯＩ重視を背景とした、ＳａａＳ、アウトソーシング等のサービス形態の多様化要望が高まっている

戦略性の高い業務への投資シフトが進む

金融

成長率は鈍化が予想されるが、堅調なＩＴ投資が継続

メガバンクの統合など事業再編完了に伴うシステム投資の再開

業際規制や代理店規制の緩和政策に伴う銀行での新規開発ニーズの増大

退職する団塊世代を対象とした新商品ニ ズの増大退職する団塊世代を対象とした新商品ニーズの増大

顧客サービスの品質向上に関する新規アプリケーション開発への堅調な需要

保険業では不払い対応によるシステム構築およびＢＰＯ需要の拡大

統合やグローバル化が進展 アウトソーシング需要が増加

製薬

統合やグローバル化が進展、アウトソーシング需要が増加

薬事法改正、主力製品の特許切れによる新薬開発の加速化等に伴う研究開発費の増大

グローバルな企業間連携や新薬開発の効率化のため、業務電子化ニーズが増大

臨床試験と製造販売後臨床試験は増加する見込み

製造販売後領域を中心に、アウトソーシング需要は拡大する見込み

臨床開発業務のアウトソーシング市場ではＣＲＯが急拡大

フロントエンドの強化、バックエンドの統合など堅調な動き

製造/

サービス

営業力強化に対する積極的な投資。特に、ＳＦＡ、ＣＲＭへのニーズの増大

内部統制への対応。文書の電子化、管理面における情報処理/ＢＰＯニーズおよび文書管理システムの導入

ニーズの増大

既存資産の効率的運用/生産性向上、人材補完に対するニーズと堅調なアウトソーシング需要
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共用プラットフォームやＡＳＰへのニーズの増大

ＩＴ基盤の安全性向上と複雑性軽減への取り組みの増加



2.ＩＴサービス業/競合他社の状況

価格圧力の高まり、技術およびプロジェクトの多様化・高度化等により、不採算案件の発生、納期遅延等が散見される

海外ベンダーの台頭が鮮明になり、これまでのオフショア拠点としての位置づけから、競合としての脅威となってきている

各社、規模拡大戦略と特化戦略に２分化。大手ＳＩｅｒは規模の拡大を加速し、規模的な２極化が進行している

/ 事業 確 ＩＴ ダ 業績分布

25

30

％
)

専門特化

ＳＩ/ＳＯ事業での明確な
差別化要因が少ない

価格競争激化
大手ＳＩｅｒのさらなる

ＩＴベンダー業績分布

10

15

20

営
業

利
益

率
(
％

規模拡大

専門特化
高収益

価格競争激化

収益性低下

大手ＳＩｅｒのさらなる
規模拡大

0

5

0 100 200 300 400 500
営

600 900 1200

規模拡大
フルサービス競争激化

収益性低下

業界内での規模拡大路線が加速するも、高収益モデ 0 100 200 300 400 500

売上(10億円)

600 900 1200業界内での規模拡大路線が加速するも、高収益モデ
ルの構築のハードルが高く、業界全体の収益性向上

には明確に表れていない状況
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3.当社の現状

前中期経営戦略の遂行により、金融・信託・医薬・食品・運用アウトソーシング分野において、特化比率が59％か
ら75％へ増加

しかし、特化分野に関連する2社の買収を実施したものの、大型Ｍ＆Ａの実現は未達

現在は正常状態を取り戻したが 前中期では大型不採算案件の発生により 3カ年の業績計画値は未達現在は正常状態を取り戻したが、前中期では大型不採算案件の発生により、3カ年の業績計画値は未達

当社の強み 当社の課題

特化業務に関する専門的な業務ノウハウを保有
競合他社と比較した絶対的な優位性欠如

特定顧客への売上の集中

リソース不足による調達コストの上昇

特化業務に関する専門的な業務ノウハウを保有

優良な顧客資産

プライムコントラクタの高比率を堅持

（2007年実績90％以上）

業績推移（セグメント別/産業別）

60
(10億円)

60
(10億円)

（2007年実績90％以上）

30

40

50

30

40

50

0

10

20

0

10

20
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*2004年度以前は金融・製造・サービス他の3区分となっております

2003 2004 2005 2006 2007

サービス他 食品 製造 医薬 信託 金融

2003 2004 2005 2006 2007

その他 システム運用管理サービス システム構築サービス



4.基本戦略

市場/顧客

優良顧客基盤と特化分野の業務知識の強みを生かし、ＢＰＯ/ＢＴＯへの事業展開による高収益化を実現する

自社 競合市場/顧客

ＩＴ投資分野の変化

顧客要求の高度化・ＲＯＩ重視

サービス形態の多様化

自社

業務に強み

優良な顧客資産

プライムコントラクタ高比率

競合

価格競争激化

海外ベンダーの台頭

統合・再編による2極化サ ビス形態の多様化

業務/ITに関する高い専門性の強化
特化業務の強化により、競争から抜け出

プライムコントラクタ高比率 統合 再編による2極化

差別化

高収益化サービスの横展開による新規顧客の獲得

業務/ITに関する高い専門性の強化

新たな市場における顧客の獲得

特化業務 強化 より、競争から抜け出
し、高収益を安定的に確保できる企業と
なる

集中化

ＢＰＯ/ＢＴＯへ事業を展開し、特化業務に
おけるカテゴリー・リーダーとなる

人的資源の強化および、社外パートナーとの密接な協力体制を構築する
ことにより 付加価値の高いサービスを提供する高収益企業となる

新たな市場における顧客の獲得 おけるカテゴリ リ ダ となる

ことにより、付加価値の高いサービスを提供する高収益企業となる

市場成長性、自社の優位性等を分析し、業界No.1となりうる業務につい
てＢＰＯ/ＢＴＯへと拡大することで、高収益を確保する

サービス化の過程でＳＯＡやＳａａＳ等の技術やコンセプトが特化業務領域
に適していると判断した場合には積極的に取り込んでいく

収
益
性
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に適していると判断した場合には積極的に取り込んでいく

規模



5. 戦略実現への基本施策

特化業務を戦略的に取捨選択するための受注ポリシ の見直しと事業ポ トフ リオの再編特化業務を戦略的に取捨選択するための受注ポリシーの見直しと事業ポートフォリオの再編

社内資源であるコア人材の育成と、社外資源である外部制作能力の確保

経験・実績で培ったノウハウ・ナレッジの組織的活用・応用力の強化

特化業務の強化

業務受託市場の分析等、適正な一連のプロセスを経て、ＢＰＯ/ＢＴＯ事業へ展開

特化業務の強化

特化する業務の絞込み特化する業務の絞込み受注ポリシーの見直し 事業ポートフォリオの再編

特化業務領域の確立特化業務領域の確立

人的資源人的資源 組織力組織力

当社オリジナルサービスの保有

コア人材の育成
外部制作能力の ナレッジの活用・応用力

特化業務に関する深い知識の保有人的・組織的遂行能力の保有

コア人材の育成
外部制作能力

確保
ナレッジの活用 応用力

強化
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ＢＰＯ/ＢＴＯ事業へ展開



6. ＢＰＯ/ＢＴＯ事業の展開/拡大

医薬ＢＴＯ事業では、ＩＴと業務を融合した高付加価値サービスを提供し、製薬会社からの医薬品開発業務のカテゴリー
・リーダーとなる。また、人事ＢＰＯの拡大、金融特化業務に関するＢＰＯ/ＢＴＯ事業への展開を推進する

基幹系創薬
非臨床

試験

モニタ

リング
ＤＭ

統計

解析
申請

製造販売後

調査・試験
安全性

〔Ｒｅｓｅｒｃｈ ＆ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ〕

マーケ
ティング

ＳＦＡ ＣＲＭ

〔Ｓａｌｅｓ ＆ Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ〕

製薬
会社

将
データデータ

サ
ー
ビ

サ
ー
ビ

サ
ー
ビ

サ
ー
ビ事

業

医療機関

ＳＭＯ

医薬品卸

調剤薬局

医薬品開発の期間短縮・高品質化支援サービス
医薬品開発業務受託（モニタリング、ＤＭ、統計解析、申請、安全性）

ＥＤＣなどのＩＴ利用サービス

医薬品販売の最大化支援サービス
マーケティング情報分析サービス
ターゲティング・サービス
ＭＲ活動支援サービス

将
来
的
な
事
業
拡

デ
ー
タ
提
供

デ タデ タビ
ス
ビ
ス

ビ
ス
ビ
ス

医
薬

Ｂ
Ｔ

Ｏ
事

健康保険組合

医薬品卸
拡
大
先

ｏ
ｒ

供
元 ＩＴの活用により、お客様の業務プロセス合理化、および

最終的にモデルプロセスを保有し、サービス展開していく

組織改編・採用・異動 人事考課 勤怠 給与賞与 年末調整 社会保険 福利厚生組織改編・採用・異動

要員記録

人事考課

人事記録

勤怠

就業管理

給与賞与

計算

年末調整

計算

〔人事業務〕

社会保険

労働保険

福利厚生

管理

〔福利厚生業務〕

各顧客

企業

データ

〔給料業務〕
サ
ー
ビ

サ
ー
ビ

サ
ー
ビＯ

事
業

社会保険事務所

労働基準監督署

市区町村

ハローワーク
デ
ー
タ
提

ビ
ス

ビ
ス

ビ
ス

人事業務運用サービス
人事システム運用サービス

アプリケーション保守サービス人
事

Ｂ
Ｐ

Ｏ
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生損保

市区町村 供
先 人事業務と人事システム運用の双方を複合し特色のあるサービスを提供する人事業務と人事システム運用の双方を複合し特色のあるサービスを提供する



7.先端技術を活用した新規ビジネスの創出

ユビキタス関連技術のビジネス推進 Ａｍｂｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅの研究

先端技術の研究を継続し、技術オリエンテッドなシーズ探求型のビジネス創出を図る

ユビキタス関連技術のビジネス推進 Ａｍｂｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅの研究

Ａｍｂｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ技術を基軸としたプロダ
クト開発計画を遂行し、新たなビジネスを創出する

ユビキタス関連技術、ＤＳＭＳ関連プロダクツのビ
ジネスを展開する

先端技術研究の継続と並行して 新規ビジネス創出先端技術研究の継続と並行して、新規ビジネス創出
推進のため、ベンチャープログラム制度を導入する

【実装アプリケーション例】【必要となる技術的特徴】 【具体的な取り組み】

Ａｍｂｉｅｎｔ Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ（環境知能）

我々の環境に組み込まれた情報通信機器を活用。先取り情報を提供し生活・仕事を効率化する技術

行動分析システム

ビジネスインテリジェント・エージェント

ミーティング・コミュニケーションサポート

状況理解

自律性

パーソナライゼーション

マン・マシンインターフェース

国内外他の研究所との共同研究

他企業との共同により実装
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8.ＲＯＥ10％を目指して

グループ全体での高収益化・Ｍ＆Ａの実施による利益成長、配当および自社株取得・消却により、ＲＯＥ10％の達成
を目指す

グループ全体の高収益化およびＭ＆Ａ推進により利益成長 グル プ全体の高収益化およびＭ＆Ａ推進により
利益成長を図る

利益成長

2010年 目標値
配当 2008年度の年間配当を30円とする

2010年 目標値

ＲＯＥ10％

自社株 自社株消却（100万株）を実施する

自社株取得を実施する

17Copyright © 2008 CAC Corporation. All Rights Reserved.



本資料における将来の予測に関する記載は、当社グループが本資料発表時点で入手可能
な情報による判断、仮定、および確信等に基づくものであり、今後の国内および海外の経な情報による判断、仮定、および確信等に基づくものであり、今後の国内および海外の経
済情勢、事業運営における内外の状況変化、あるいは見通しに内在する不確実な要素や
潜在的リスク等さまざまな要因によって、変動することがあり得ます。なお、リスクや不確実
な要素には、将来の出来事から発生する予測不可能な影響等も含まれます。
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