News Release

アクセンチュア、国際アウトソーシング専
門家協会により世界 No.1 アウトソーシン
グ・プロバイダーに選出 「グローバル・
アウトソーシング 100」でアクセンチュア
が 2 年連続の首位に
※この報道資料は、米国ニューヨークで現地時間 2009 年 4 月 29 日に発表された アクセンチュアグローバルプレスリ
リースの意訳です。
【米国ニューヨーク発、2009 年 4 月 29 日】
アクセンチュア（NYSE: ACN）は、国際アウトソーシング専門家協会（International Association of Outsourcing Professionals、
以下 IAOP）が発表した「グローバル・アウトソーシング 100（Global Outsourcing 100）」で世界 No.1 のアウトソーシ
ング・プロバイダーに選出されました。世界のベストアウトソーシング・プロバイダーを選定するこのランキングに
おいて、アクセンチュアは 2 年連続して首位の座を獲得しました。
グローバル・アウトソーシング 100 は、アウトソーシングを検討する企業が、客観的な情報に基づいてプロバイダー
の比較および選定を行うための参考となるよう企画されたものです。プロバイダーは 18 項目に及ぶ基準で構成された
厳格な審査プロセスに基づき、提供しているサービス品質に応じて順位付けされます。順位は、実証されている個々
のプロバイダーの能力、規模、成長性、マネジメント力、および顧客からの推薦に基づき、審査員のスコアを加重平
均して決定されます。
IAOP のマイケル・コーベット（Michael Corbett）会長は、「IAOP のグローバル・アウトソーシング 100 は、世界中の
企業がアウトソーシングの委託先選定を行う際に、より賢明な判断を下すための目的で活用されています。IAOP はこ
のプログラムを誇りに思っており、審査・評価プロセスに協力いただいた企業の皆様に感謝の意を表します。アクセ
ンチュアが世界一の評価を獲得したことは、同社の高いアウトソーシングのサービス提供能力を示すだけではなく、
アクセンチュアの業界を牽引するリーダーシップと卓越したコミットメントを、そのすべての活動で発揮しているこ
との証でもあります」と述べています。
アクセンチュアは、30 を超える業種で 600 以上の民間および公共機関のお客様に対してアプリケーション・アウトソ
ーシング（AO）、インフラストラクチャ・アウトソーシング（IO）、ビジネス・プロセス・アウトソーシング（BPO）
などのアウトソーシング・サービスを提供しています。アクセンチュアが提供している各種アウトソーシング・サー

ビスの詳細情報は、以下のアクセンチュア株式会社のホームページをご参照下さい。
http://www.accenture.com/Countries/Japan/Services/By_Subject/Outsourcing_default.htm
グローバル・アウトソーシング 100 の詳細情報は、以下 IAOP のホームページをご参照下さい。
http://www.outsourcingprofessional.org/content/23/152/1858/
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アクセンチュアについて

IAOP について

アクセンチュアは、経営コンサルティング、テクノロジ

国際アウトソーシング専門家協会（IAOP＝International

ー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供する

Association of Outsourcing Professionals）は、アウトソーシ

グローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務

ング業界の標準を定め、振興を目的とした国際組織です。

に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に

IAOP の会員はアウトソーシング・サービスの利用企業、

関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間

プロバイダー、顧問企業などを含め、全世界で 4 万社に

企業や官公庁のお客様がより高いビジネス・パフォーマ

上ります。IAOP では、企業がアウトソーシングを成功さ

ンスを達成できるよう、その実現に向けてお客様ととも

せて、アウトソーシングの投資対効果を向上させると同

に取り組んでいます。世界 120 カ国のお客様にサービス

時に、さまざまな部門においてアウトソーシングの可能

を提供する 18 万 1 千人以上の社員を擁するアクセンチュ

性を拡大するための支援活動を展開しています。 IAOP

アは、
2008 年 8 月 31 日を期末とする 2008 会計年度の売

についての詳細は、同組織のホームページ

上高が、約 233 億 9 千万 US ドルでした（2001 年 7 月 19

www.outsourcingprofessional.org をご参照ください。

日 NYSE 上場、略号：ACN）。
アクセンチュアの詳細は
www.accenture.com を、
アクセンチュア株式会社の詳細は
www.accenture.com/jp をご覧ください。
アクセンチュア株式会社
マーケティング・コミュニケーション部
神田 健太郎
045-330-7157
accenture.jp.media@accenture.com
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（以下原文）

Accenture Named Top Outsourcing Provider by
International Association of Outsourcing
Professionals
IAOP's Global Outsourcing 100 List ranks
Accenture No.1 for second consecutive year

Accenture provides application, infrastructure and business
processing outsourcing services to more than 600 privateand public-sector clients across more than 30 industries. For a
perspective on procurement business process outsourcing, one
of the many outsourcing services Accenture provides, log on
to the podcast at:

NEW YORK; April 29, 2009 – Accenture (NYSE: ACN) has

http://nstore.accenture.com/acn_com/MP3/OutsourcingandPr

been ranked No.1 on the International Association of

ocurementMastery.mp3

Outsourcing Professionals’ (IAOP) Global Outsourcing 100 list,
marking the second consecutive year that Accenture has

About Accenture

topped this ranking of the world s best outsourcing providers.

Accenture is a global management consulting, technology
services and outsourcing company. Combining unparalleled

The Global Outsourcing 100 is designed to help companies

experience, comprehensive capabilities across all industries

compare and select service providers using an objective

and business functions, and extensive research on the world’s

methodology. Providers are ranked on quality following a

most successful companies, Accenture collaborates with

rigorously judged application process that examines 18

clients to help them become high-performance businesses and

criteria. The final rankings are based on a weighted average of

governments. With more than 181,000 people serving clients

the judges’ scores on demonstrated competencies, size, growth,

in over 120 countries, the company generated net revenues of

management capabilities and customer references.

US$23.39 billion for the fiscal year ended Aug. 31, 2008. Its

"Companies around the world use IAOP's Global Outsourcing

home page is www.accenture.com.

100 to make smarter buying decisions," said Michael Corbett,

About IAOP

IAOP chairman. "We're proud of the program and very

The International Association of Outsourcing Professionals

appreciative of all the great companies that put so much

(IAOP) is the global, standard-setting organization and

effort into the application and evaluation process. Accenture's

advocate for the outsourcing profession. With 40,000

No.1 ranking is a testament not only to its outsourcing

customer, advisor and provider members worldwide, IAOP

capabilities but to the way it brings leadership and a

helps companies increase their outsourcing success rate,

commitment to excellence to everything it does."

improve their outsourcing ROI, and expand the opportunities
for outsourcing across their businesses. To learn more, visit
www.outsourcingprofessional.org.
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