
  

 

１.経営方針 

 当社は、世界的なネットワークの高速・大容量化（ブロードバンド化）および移動

通信の普及（モバイル化）が急速に進展した次世代インターネット社会を i Society

と呼び、昨年度よりその実現に向けて事業活動を推進するとともに、ブロードバンド

＆モバイル領域をターゲットとした「グローバルＮｏ．１事業戦略」を展開し、企業

価値の向上に努めております。 

 しかしながら、今年度に入り米国発のＩＴ（情報技術）スランプが世界的に大きな

影響を及ぼしており、当社においてもこのＩＴスランプによる影響を克服すべく、以

下の更なる経営改革を実施してまいります。 

 

（１）電子デバイス事業の構造改革 

 電子デバイス事業を取り巻く事業環境は、ＤＲＡＭ価格の下落やパソコン・通

信機器といった製品需要の減速および在庫調整の遅れなど、一段と厳しさを増し

ております。当社はこうした状況を踏まえて、固定費削減による費用構造改革と

システムＬＳＩへの事業集中強化を柱にした事業構造改革を実施してまいります。 

 

１） 費用構造改革の推進 

 大幅な損失を計上したＮＥＣエレクトロンデバイスについては、来年度に需

要が回復しなくても利益を生み出せる費用構造実現を目指し、生産能力の適正

化、人員の効率化、設備投資の削減を図ることとしました。 

 

２） システムＬＳＩを軸とした事業強化 

 当社は、市況変動の影響を大きく受けるＤＲＡＭ事業については、エルピー

ダメモリ㈱への移管を進め、平成 16 年度以降を目処に、株主としての関与を除

きＤＲＡＭ事業から撤退します。さらに、化合物デバイス事業の分社化、電子

部品事業の㈱トーキンとの統合を実施し、各事業がグローバルに No.1 を狙える

再編を推進してまいります。これにより、当社はシステムＬＳＩへの事業集中

を強化し、事業推進のための事業構造、仕組み、企業文化を構築します。 

 

（２）安定的経営基盤の確保とグローバルな成長の加速 

 

１）ＮＥＣソリューションズ  

 国内では、企業・官公庁の構造改革や再編を背景に、ＩＴ投資は引き続き拡

大基調にあります。そこで国内のＳＩ（システム・インテグレーション）事業

で安定収益を確保しつつ、各事業のシナジー発揮により、ブロードバンド＆モ

バイル領域における事業の成長・発展を目指してまいります。また、ソフト・

サービス事業の高成長を実現するため、海外も含めてソフト・サービス要員を

戦略的に増員します。 

 

２）ＮＥＣネットワークス  

 厳しい経営環境を克服しつつ、グローバルなリーディングポジションを獲得

すべく、ブロードバンド＆モバイルの中核である光ネットワーク事業、ＩＰ（イ

ンターネット・プロトコル）ネットワーク事業、モバイルネットワーク事業お

よびモバイルターミナル事業の4つの領域にリソースを集中してまいります。 

 



  

（３）新たな成長をサポートするコーポレートの施策 

 

１） 電子デバイス事業の構造改革を断行 

 全社として電子デバイス事業のボラティリティ抑制と新たな成長に向けた構

造改革が緊急の経営課題であり、成長領域へのリソースシフトの推進や構造改

革をカンパニーとともに強力に推進します。 

 

２） カンパニー間のシナジー創出による成長領域へのリソース集中 

 全社の戦略商品におけるソフトの比重が増加する中で、ソフト開発体制を拡

充します。特に、コンピュータで培った開発手法を通信機器へ移殖するなど、

ブロードバンド＆モバイル商品の開発体制を一層強化してまいります。 

 また、モバイル領域に対する全社のシナジーを高めるために、ＮＥＣネット

ワークスの持つネットワークインフラ技術やトータルソリューション力、国内

の携帯電話機の高いポジション、ＮＥＣソリューションズのサーバやＳＩ、

BIGLOBE に関するノウハウの蓄積、さらにＮＥＣエレクトロンデバイスのデバ

イス技術といった４つの領域における強みを結集し、モバイルインターネット

事業に対するトータルソリューション力を強化します。 

 

３） ビジネスモデルの革新による成長の加速 

 現在、パソコンを中心としたone to one の顧客リレーション強化を推進し、

全社顧客データベースの統合やWeb の全面的な活用により、ＣＲＭ（カスタマ

ー・リレーションシップ・マネージメント）の全社的なサイトを構築します。

これにより、ＩＴ武装による新しい形のマーケティング革新を実現してまいり

ます。 

 また、当社の貴重な資産であるBIGLOBE を活用し、企業間、組織間のあらゆ

る形の連携や関係を構築し、新たな「場」を創出します。今後、Web がますま

す高度化し発展する中で、あらゆる組織、個人がオープンに結びつき、新たな

事業創造が推進されますが、これを全面的に支援していく所存です。 

 

４）戦略投資による高成長への布石 

 当社の研究所が保有する優れた技術リソースを次世代以降のコア技術開発に

集中し、次々に顕在化する社会的・技術的課題に対するブレークスルーに取り

組んでいくと同時に、当社が所有する知的財産権の顕在化を推進するため、新

たな知的財産戦略を構築してまいります。 

 さらに、昨年より推進しているベンチャーキャピタルや関連企業への戦略事

業投資については、ＩＴ市場回復のタイミングを逃さず実行するため、北米を

中心に企業や部門買収を視野に入れた戦略投資を継続してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

２.経営成績 

（１）当中間期の概況 

 当中間期のわが国経済は、米国景気悪化による輸出・設備投資が減少したことや

株価の低迷から、４－６月の実質国内総生産がマイナス成長となるなど景気後退は

一段と深刻な状況となりました。米国経済についても、政府が再三の金利引き下げ

や大型減税を実施するものの、ＩＴ企業の業績悪化や９月の同時多発テロの結果、

経済環境は急速に悪化しました。また、欧州経済も輸出減速と企業環境の悪化およ

び米国同時テロの影響から低成長が見込まれ、先行きの不透明感が強まりました。 

 国内のエレクトロニクス業界は、企業のＩＴ投資が底堅い動きを示した一方で、

パソコン市場の急減速や海外通信事業者の投資抑制、さらに半導体市況の悪化がエ

レクトロニクス企業の収益に大きな打撃を与えました。 

 このような環境にあって、当社はパソコン関連市場の急激な変化への対応力向上

を目的にＤＲＡＭ、ディスプレイ事業の戦略転換、パソコン事業の再構築を図るこ

ととしました。また、当中間期の事業構造改革の一環として、レーザープリンタ事

業の富士ゼロックス㈱への事業売却、宇宙事業における㈱東芝との事業統合、ＮＥ

Ｃグループ内の重複事業の統合再編など具体的な施策を着実に実行してまいりまし

た。 

 

【連結業績】 

 当中間期の連結売上高は、2 兆 4,680 億円と前年同期比103 億円減収（前年同期

比 0.4%減）となりました。これは、国内向けの携帯電話機が好調に推移したものの、

ＩＴ関連機器の需要急減により、パソコンや電子デバイスが減収となったことによ

ります。 

 収益面につきましては、売上の減少や半導体の価格下落に伴う原価率の悪化など

により、営業利益は53 億円（前年同期比693 億円減）、税引前利益は 342 億円の損

失（前年同期比 697 億円減）となりました。セグメント別営業損益は、ＮＥＣネッ

トワークスが国内の携帯電話機の売上増加などにより大幅な増益となりましたが、

ＮＥＣエレクトロンデバイスがパソコン市場の減速を背景としたメモリや液晶ディ

スプレイの価格が引き続き下落したことにより大幅な減益となりました。また、Ｎ

ＥＣソリューションズもパソコンを中心とした売上の減少により減益となりました。

当期純利益は、持分法投資損益が半導体関連会社の業績悪化などにより 80億円の損

失（前年同期比 187 億円減）となったことに加え、デリバティブとヘッジ活動に係

る新会計基準（*注）の適用に伴い、過年度の累積影響額を計上したことなどにより、

298 億円の損失（前年同期比 504 億円減）となりました。 

 一方、収益の減少や資産効率の悪化により、フリー・キャッシュ・フローは1,048

億円の支出となりました。有利子負債は、フリー・キャッシュ・フローの悪化やＮ

ＥＣリース㈱を新規に連結したことなどにより、2兆2,349 億円（前年同期比3,743

億円増、前期末比 5,507 億円増）、デット・エクイティ・レシオ（株主資本に対する

有利子負債の割合）は 2.67 倍（前年同期比0.76 ポイント増、前期末比 0.83 ポイン

ト増）となりましたが、ＮＥＣリース㈱に従来と同様、持分法を適用した場合の有

利子負債は、1 兆 6,911 億円（前年同期比1,695 億円減、前期末比69億円増）、デ

ット・エクイティ・レシオは 2.02 倍（前年同期比0.11 ポイント増、前期末比 0.18

ポイント増）となり、実質的な増加はありませんでした。 

 

 



  

 

 

（*注）  当社は、平成13 年度から米国財務会計基準書第 133 号「デリバティブと

ヘッジ活動の会計」及び基準書第 138 号「デリバティブとヘッジ活動の会

計（基準書第 133 号の修正）」を適用しました。この基準書は、すべてのデ

リバティブを公正価値で貸借対照表上に計上することを要求するものであ

ります。なお、これらの基準適用による会計年度期首での影響額は、関連

税額を控除して、損益計算書の純利益の直前に会計原則の変更による累積

影響額として開示しております。 

 

 

 

［主なセグメント別概況］（セグメント間売上高・損益を含む） 

 

□ＮＥＣソリューションズ 

売上高 9,612 億円 （前年同期比 4％減） 

営業損益 187 億円 （  同  110 億円減） 

  

  ＮＥＣソリューションズの売上高は、前年同期に比べ 4％減少の9,612

億円となりました。売上高の主な分野別状況につきましては、ＳＩサービ

ス／ソフトウェア分野が前年同期比 27％増の 2,106 億円、また、サーバ／

ストレージ／・ワークステーション分野が17％増の 1,628 億円となりまし

た。一方、パーソナルプロダクト分野においては、国内個人向けパソコン

市場の需要低迷の影響により、前年同期比24％減の 3,609 億円となりまし

た。営業利益は、ＳＩサービスを中心としたソフトウェア・サービス領域

で増益を果たしたものの、パソコン市場の一層の低迷による損益悪化によ

り、110 億円減少の 187 億円となりました。 

 

□ＮＥＣネットワークス 

売上高 10,600 億円 （前年同期比 36％増） 

営業損益 549 億円 （  同   337 億円増） 

 

  ＮＥＣネットワークスの売上高は、前年同期に比べ 36％増加の1兆600

億円となりました。売上高の主な分野別状況につきましては、ネットワー

クインフラが昨年度に受注した光海底ケーブルプロジェクトや、次世代移

動通信システムの売上の増加により前年同期比 39％増の6,330 億円、モバ

イル・ターミナルが国内のｉモード対応携帯電話機の増加により前年同期

比 62％増の3,355 億円、その他が 916 億円となりました。営業利益は、国

内のｉモード対応携帯電話機の売上が上期を通じて好調であったことや

次世代移動通信システムの売上増により、前年同期比 337 億円増の549 億

円となりました。 

   

   

 

 

 



  

 

□ＮＥＣエレクトロンデバイス 

売上高 4,299 億円 （前年同期比  34％減） 

営業損益 ▲553 億円 （   同 ▲1,153 億円減） 

 

ＮＥＣエレクトロンデバイスの売上高は、前年同期に比べ 34％減少の

4,299 億円となりました。売上高の主な分野別状況につきましては、半導

体は前年同期比 36％減少の 3,268 億円、ディスプレイは前年同期比 38％

減少の484 億円、電子部品等は前年同期比 7％減少の 548 億円となりまし

た。営業損益は、前年同期比1,153 億円減少の 553 億円の赤字となりまし

た。 

 これは、前年同期がパソコン、携帯電話機の需要拡大時期であったのに

対し、当期は北米市場の景気が減速したことや、欧米市場での携帯電話機

の需要が低迷したことなどによるものです。売上高は前年同期に比べ大幅

に減少し、損益についても、固定費の大幅な削減などのコストダウンに努

めましたが、需要減および売価ダウンの影響を受け、大幅な営業赤字とな

りました。 

 

 

 

  【単独業績】 

 売上高は 1兆 8,460 億円（前年同期比1％減）、経常利益は 6 億円（前年同期比 331

億円減）となりました。また当期純利益につきましては、有価証券等評価損失とし

て 245 億円の特別損失を計上しましたが、有価証券売却益として244 億円を特別利

益に計上したことなどにより、26 億円（前年同期比 35億円減）となりました。 

 

（２）通期の見通し 

 平成 13 年度の事業環境につきましては、世界的なＩＴ投資需要の減速や 9 月11

日に米国で起きた同時多発テロにより、米国経済の早期回復期待が後退するなか、

パソコン市場低迷の国内市場への急速な広がり、米国通信機器市場の急減速、メモ

リを中心とした半導体価格の一層の下落と需要の低迷など、大変厳しい状況となっ

ております。 

 こうした事業環境の下で、通期の売上高は、国内向け携帯電話機、国内ＳＩサー

ビス需要が堅調に推移すると期待される一方、パソコン及び半導体の需要が大幅減

となる見通しで、連結で5 兆3,000 億円（前年比2％減）、単独で3兆7,000 億円（前

年比10％減）を見込んでおります。 

 連結損益につきましては、営業利益を 300 億円、当期純損失 1,500 億円を見込ん

でおります。単独損益につきましては、経常損失を 300 億円、当期純損失を 1,000

億円と見込んでおります。 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

〔注Ⅰ〕 

本資料に記載されている業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定要素を含ん

だものです。実際の業績は、さまざまな重要な要素により、これら業績見通しと大きくか

け離れた結果となりうることをご承知置きください。実際の業績に影響を与えうる要素と

しては、日本、北米、アジアおよびヨーロッパを中心とした当社市場における経済情勢、

市場における当社製品に対する需要および価格競争、競争の激しい市場において受け入れ

られる製品を当社が供給し続けていくことができるかどうか、また、当社が多額の販売を

行っている米ドルをはじめとする各国通貨と円との為替レートなどが含まれますが、これ

以外にもさまざまな要素がありえます。また、米国同時多発テロの影響による世界経済の

悪化、米国、日本またはヨーロッパにおける金融情勢の悪化、半導体やＩＴ市場の悪化な

どにより、実際の当社業績が前記業績見通しと異なる結果となる可能性もあります。 

 

〔注Ⅱ〕 

本資料に記載されている情報が証券取引法第１６６条第２項に定められた「重要事実」に

該当する場合であって、公開後１２時間が経過する時点（日本時間平成１３年１０月２７

日午前３時頃。これを公表時点といいます。以下同じ。）までに本資料を読まれた方および

その方の会社の他の役員・従業員で職務に関して本資料の内容を知られた方は、証券取引

法第１６６条第３項および同法施行令第３０条の規定により、インサイダー規制に関する

「第一次情報受領者」とされる可能性があります。「第一次情報受領者」は、上記公表時点

までの間に当社の株券等の売買等を行うことは禁止されておりますのでご注意ください。  

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

 


