News Release

アクセンチュア、フィアットとアプリケー
ション開発／保守サービスの複数年契約
を締結
※この報道資料は、イタリア・ミラノで現地時間 2009 年 10 月 16 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。
【イタリア・ミラノ発 2009 年 10 月 16 日】
アクセンチュア（NYSE: ACN）は、フィアット・グループの子会社であるフィアット・アイテム社と複数年のアプリケ
ーション・アウトソーシング契約を締結し、同社の ICT（情報通信技術）分野におけるオペレーションの統合を支援す
ると発表しました。契約金額は公表されていません。
本契約に基づき、フィアット・アイテム社は同社の人事・財務・管理部門で使われるアプリケーションの開発／保守
業務を、アクセンチュアに委託することになります。本契約は、フィアット・アイテム社が IT の柔軟性を高め、IT 基
盤を最適化するとともに、ICT オペレーションを簡素化・合理化するのを支援するものです。
アクセンチュアのプロダクツ・グループでシニア・エグゼクティブを務めるルカ メントゥッチア（Luca Mentuccia）は
次のように述べています。「フィアット・グループをはじめとする大手自動車メーカーは、長期的なオペレーショナ
ル・エクセレンスとコスト削減とのバランスの最適正化に尽力しています。アクセンチュアは、フィアット・アイテ
ム社の事業目標の達成に貢献できること、また費用対効果の高いオペレーション管理に向けてテクノロジー・アウト
ソーシング・サービスを提供できることを嬉しく思っています。本契約はアクセンチュアの豊富な知識と経験を裏付
けるものであり、お客様に提供する数多くのメリットやサービスを実証する良い機会でもあります」
なお、フィアットへのサービスは、アクセンチュアのグローバル・デリバリー・ネットワークと、イタリアのトリノ
にあるオートモーティブ・ソリューション・センターを通じて提供される予定です。
アクセンチュアのアウトソーシング・サービスの詳細はこちらをご覧ください。

アクセンチュアについて
アクセンチュアは、経営コンサルティング、テクノロジ
ー・サービス、アウトソーシング・サービスを提供する
グローバル企業です。豊富な経験、あらゆる業界や業務
に対応できる能力、世界で最も成功を収めている企業に
関する広範囲に及ぶリサーチなどの強みを活かし、民間
企業や官公庁のお客様がより高いビジネス・パフォーマ
ンスを達成できるよう、その実現に向けてお客様ととも
に取り組んでいます。およそ 17 万 7 千人の社員を擁する
アクセンチュアは世界 120 カ国以上のお客様にサービス
を提供しています。2009 年 8 月 31 日を期末とする 2009
年会計年度の売上高は、約 215 億 8 千万 US ドルでした
（2001 年 7 月 19 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。
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（以下原文）

Accenture and Fiat Sign Multi-Year Application
Development and Maintenance Services
Agreement

Accenture will deliver the services to Fiat through its Global

MILAN; Oct 16, 2009 - Accenture (NYSE: ACN) will help Fiat

Learn more about Accenture’s outsourcing services.

Item, a subsidiary of the Fiat Group, consolidate its

Delivery Network and its Automotive Solution Center in Turin,
Italy.

information and communications technology (ICT) operations

About Accenture

under a multi-year application outsourcing contract. Financial

Accenture is a global management consulting, technology

terms were not disclosed.

services and outsourcing company. Combining unparalleled
experience, comprehensive capabilities across all industries

Under the terms of the agreement, Fiat Item will outsource to

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

Accenture its application development and maintenance

most successful companies, Accenture collaborates with

activities that support its human resources and finance and

clients to help them become high-performance businesses and

administration functions. The agreement is designed to help

governments. With approximately 177,000 people serving

Fiat Item simplify and streamline its ICT operations while

clients in more than 120 countries, the company generated

increasing its IT flexibility and optimizing its IT infrastructure.

net revenues of US$21.58 billion for the fiscal year ended Aug.
31, 2009. Its home page is www.accenture.com.

"Leading automotive manufacturers like Fiat Group are
focused on achieving the right balance of long-term
operational excellence and cost reduction," said Luca
Mentuccia, a senior executive in Accenture’s Products group.
"We are pleased to play a role in helping Fiat Item move
toward its business objectives and provide technology
outsourcing services targeted to helping them manage
cost-efficient operations. This

contract illustrates

confidence in our knowledge and experience and represents
an opportunity to demonstrate the benefits and the services
we provide to our customers."
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