
 
 

  

１． 会社の経営の基本方針 

 

 米国から世界中に波及したＩＴ不況の長期化により、当期も通信インフラ機器市場が低迷を

続け、国内のＩＴ投資も減速感が出るなど全体として厳しい市場環境が続きました。しかしなが

ら、企業のシステムや国のシステム、地方のシステムは、すべてインターネットを基盤として構

築される時代になってきています。また今後インターネットのブロードバンド化が進み、一方で

パソコンやサーバの性能が向上すると、双方が結びつくことによって、大量の情報の流通と処理

が可能となります。このことによって、家電製品や自動車、ゲーム機などがインターネットでつ

ながったり、携帯電話で高品質の動画や高精度の位置情報をやり取りしたり、無線機能を持つ微

小なチップが装着された製品を追跡することなどが可能となり、人と人、人とモノ、モノとモノ

がつながるユビキタス環境が現実化します。このような中で、ＮＥＣではＩＴとネットワークの

技術を融合させた統合ソリューションの提供を一層強化してまいります。 

 

２．中長期的な会社の経営戦略 

 

  ＮＥＣでは、平成１２年４月から経営改革第１フェーズとして、社内カンパニー制を導入し、

事業をＩＴ、ネットワーク、電子デバイスのソリューションを提供する３つの社内カンパニーに

分け、それぞれの事業特性に応じた事業運営を行ってきました。その結果、事業部門間のもたれ

合いの排除やソリューション志向への転換、事業の整理統合、グループ関係会社の統合再編、コ

ーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化などの多くの成果をあげてきました。一方、この間

中国企業の台頭による国際コスト競争の激化やネットワークの進化、ＩＴとネットワークの技術

融合の進展、半導体業界の競争構造の変化など、外部環境の大幅な変化が進みました。こうした

事業環境の変化に対応し、平成１４年５月、経営改革第２フェーズとして、ＮＥＣの遂行する事

業における顧客の違いや、競争に勝ち抜くためのルールの違いを認識し、事業領域を大きくＩＴ・

ネットワーク統合ソリューションと、半導体ソリューションという２つに分けました。この改革

は、それぞれの事業領域に経営資源を集中することで、ＮＥＣグループの企業価値の増大を図る

ことを目的としています。 

①ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション 

ＮＥＣソリューションズおよびＮＥＣネットワークスについては、ＩＴ・ネットワーク統合ソ

リューションの強化を図るため、平成１５年４月１日、社内カンパニー制から、オープンでフラ

ットな経営を目指し９つの事業ラインを基本とした体制へと移行しました。「国内営業事業」ライ

ンがＩＴソリューションとネットワークソリューションの統合市場への販売を担当し、今後急速

に拡大するＩＴ・ネットワーク統合市場におけるニーズに対応します。また、ＩＴ・ネットワー

ク融合担当役員を設置し、統合ソリューション体系の確立と、融合領域のソフトウェアとハード

ウェアの開発を強化します。 



 
 

  

②半導体ソリューション 

ＤＲＡＭを除く半導体事業については、平成１４年１１月１日に分社して、新会社ＮＥＣエレ

クトロニクス（株）を設立しました。新会社は、システムＬＳＩを中心とする独自のテクノロジ

ーにより、顧客のシステム・ニーズを実現する「半導体ソリューション・プロバイダ」を目指し

ます。分社の目的は、半導体ソリューションの専業企業としての企業価値の顕在化と、投資集約

型の特性に適した資金調達の実施により、グローバルな競合他社に対抗できる財務基盤を構築す

ることです。また、ＮＥＣと新会社は、戦略パートナーとして事業・技術面でのシナジーを追求

していきます。 

 

３．会社の対処すべき課題 

  

ＮＥＣは現在、株主資本の増強という経営課題に全社をあげて取り組んでいます。ＩＴバブル

の崩壊は、世界中のＩＴ企業の経営を直撃し、各社とも軒並み巨額の損失を計上することになり

ました。ＮＥＣも例外ではなく、非常に厳しい状況となりましたが、過去の負の遺産を一掃すべ

く事業構造改革を断行し、事業体質の改善を図りました。その結果、最悪期を脱して経営を収益

基調に転じることができましたが、一方、リストラ費用や株式市場の低迷、年金資産の運用悪化

などにより株主資本は減少しました。  

 

株主資本の増強のためには、通常の事業活動が生み出す利益、すなわち営業利益を増大するこ

とが第一であり、そのためにＮＥＣは、事業体質の改善と新たな成長戦略の推進およびこれを実

現するマネジメント革新に取り組んでまいります。 

 

 まず、事業体質の改善策として、生産革新とサプライ・チェーン・マネジメントの強化に引き

続き取り組むとともに、さらなる資材費の削減や資産の圧縮を通じ、収益力の強化と財務体質の

改善に努めます。こうした取り組みにより、デフレ経済下でも利益の出せる事業体質を確立し、

業績の回復を図ります。 

 

 次に、新たな成長戦略を推進します。その一つ目は、ＩＴソリューションとネットワークソリ

ューションを統合したサービスの提供です。情報システム利用の高度化と通信サービスの多様化

により、これまでのＩＴ事業領域とネットワーク事業領域が重なる領域が登場しております。  

ＮＥＣは、これまで培ってきたＩＴソリューション事業とネットワークソリューション事業の強

みを活かし、新たな需要の創造に努めます。また、ハードウェアとソフトウェアの提供に加え、

ネットワーク構築や業務アプリケーション・ソフトウェアの開発・運用サービスまでを含めたト

ータル・ソリューションの提供を目指します。 

 



 
 

  

 二つ目は、グローバルな事業展開です。まず、ＩＴソリューション事業のグローバル展開施策

としては、世界四極体制、つまり欧州、中国・台湾、アジア・太平洋および北米地域における    

ＩＴソリューション事業を強化し、地域横断的な事業運営を推進します。グローバル展開のもう

ひとつの柱は、ネットワークソリューション事業におけるモバイルターミナル事業です。国内に

おける強固な事業基盤をもとに、中国、欧州を中心とした海外市場に積極的な製品投入を行って

まいります。 

 

 さらに、これらの成長戦略を実現するために、さらなるマネジメント革新に取り組みます。  

ＩＴ領域とネットワーク領域との技術融合の進展に伴い、その融合分野における市場ニーズが高

まる中、事業ラインをベースとした新たな経営体制により市場と現場を中心とした「オープンで

フラットな経営」を推進します。また、企業風土として、現場主義および顧客志向を徹底させ、

ＣＳ（カスタマー・サティスファクション）文化の浸透に努めます。 

以上の諸施策に取り組むことにより、グローバルなエクセレント企業への発展を図ります。 

 

４．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

  

 ＮＥＣでは、株主価値、顧客価値、従業員価値の総体である企業価値の最大化を図るためには、

コーポレート・ガバナンス（企業統治）の強化が重要であると認識しており、（１）経営の透明性

と健全性の確保、（２）アカウンタビリティ（説明責任）の明確化、（３）迅速かつ適切な情報開

示という３つの方針に基づき、以下のとおりコーポレート・ガバナンスの強化に努めています。 

 

①監督と執行の分離 

 迅速な意思決定と事業執行責任の明確化を目的として、平成１２年４月に執行役員制を導入す

ると同時に、取締役の人数を３７名から１９名に削減（平成１５年３月末時点の取締役は１４名）

しました。 

 

②取締役会における社外メンバーの増員 

 取締役会の監督機能を強化し、経営の健全性や意思決定プロセスの透明性を高めるため、取締

役会の構成員の３分の１を社外メンバーで構成する新しい取締役会を目指し、社外メンバーを５

名程度まで増員する方針です。社外メンバーは、前期から１名増員され、３名（平成１５年３月

末現在）です。 

 

③監査役制度 

 監査役は株主総会において選任され、取締役から独立して取締役の職務執行の適法性を監査し

ています。監査役会は、常勤の監査役２名および社外監査役２名（平成１５年３月末現在）で構

成されています。 



 
 

  

④経営諮問委員会 

 平成１３年１月から、トップマネジメントに対するアドバイザー機関として経営諮問委員会を

設置しています。経営諮問委員会は、社外委員５名と取締役６名の合計１１名（平成１５年３月

末現在）で構成されています。平成１４年度の経営諮問委員会は４回開催し、ＮＥＣグループの

中期経営戦略など当社の経営課題について討議しました。 

 

⑤報酬委員会 

 平成１３年１月から、取締役と執行役員の報酬、賞与、ストックオプションに関する妥当性に

ついて審議する報酬委員会を設置しています。報酬委員会は、社外委員２名を含む合計５名（平

成１５年３月末現在）で構成されています。平成１４年度は２回開催し、役員報酬水準の改定お

よび報酬体系の見直しなどについて審議を行いました。 

 

⑥四半期決算の開示 

 迅速かつ公平な情報を開示することを重視する立場から、平成１３年度から四半期ごとの業績

開示を開始するとともに、決算発表時期の早期化に努めています。 

 

５．経営成績 

 

１．当期の概況及び平成１５年度の見通し 

当期の世界経済は、上半期において米国やアジアを中心に緩やかな回復を示したものの、下半

期に入ると、イラク情勢の悪化などにより景気の先行きに不透明感が強まりました。一方、日本

の経済について振り返りますと、上半期は主として米国およびアジアへの輸出が拡大し、個人消

費も比較的堅調に推移したことから、景気は回復に向かいました。しかし、下半期には、好調で

あった輸出が鈍化するとともに、イラク情勢の悪化に伴う世界経済の先行き不安により株価が下

落し、また個人消費の伸びが鈍化するなど、景気の後退懸念が強まりました。エレクトロニクス

業界においては、システム・インテグレーション・サービスやデジタル民生機器の需要は堅調に

推移したものの、パーソナルコンピュータや通信機器が伸び悩み、全体的に厳しい状況が続きま

した。さらに、ＩＴ事業領域とネットワーク領域の技術融合の進展、半導体事業の競争構造の変

化、中国企業の台頭による価格競争の激化やＥＭＳ（電子機器製造受託サービス）企業による国

際水平分業体制の進展など、当社を取り巻く経営環境は、大きく変化しました。 

 

このような事業環境の中、当期のＮＥＣの連結売上高は、ネットワークインフラやモバイルタ

ーミナルなどの減収により、４兆６,９５０億円と前期比８％の減少となりました。営業損益は売

上高が減少したものの、前期に実施した構造改革による固定費の削減や原価低減により、    

１,２０８億円の利益（前期比１,７６４億円増）となりました。税引前損益は、前期に比べ    

５，２２６億円改善し、６１４億円となりました。当期純損益は、前期と比べ２,８７４億円の改



 
 

  

善となりましたが、半導体関連会社の業績悪化により持分法投資損益が損失となったことや外形

標準課税の導入決定に伴う繰延税金資産の見直しなどにより、２４５億円の損失となりました。 

 平成１５年度については、通信インフラ分野で厳しい状況が続くことが予想される一方で、海 

外市場での携帯電話事業の本格的立ち上げを計画していることなどから、売上高では平成１４年

度に比べ微増の４兆８，０００億円を見込んでいます。営業利益については、資材費の削減や構

造改革の効果を確実に出していくことにより、上期に４５０億円の利益、年間で１,８００億円の

利益を見込んでいます。当期純利益については、上期は３０億円の利益で、年間では３００億円

の利益を計画しています。 

 

      （連 結） 

売上高 48,000 億円 （前期比    2%増 ） 

営業利益 1,800 億円 （前期比  592 億円増）  

税引前利益 1,200 億円 （前期比  586 億円増）  

当期純利益  300 億円 （前期比  545 億円増） 

 

      （単 独） 

売上高 24,000 億円 （前期比  14%減   ） 

経常利益  350 億円 （前期比  289 億円増） 

当期純利益 150 億円 （前期比  299 億円増） 

 

２．主なセグメント別実績（セグメント間売上高・損益含む） 

 

◆ＩＴソリューション事業 

   売上高    ２兆８２６億円（前期比     ６％減） 

   営業利益   １,０５８億円（  同   ３０４億円増） 

 

 ＩＴソリューション事業の売上高は、前期比６％減少の２兆８２６億円となりました。 

 売上高の主な分野別状況につきましては、ＳＩサービス／ソフトウェアにおいてＳＩサービス

が官公庁向けやブロードバンドサービス、デジタル化に取り組む電力、放送メディア業界向けな

どが堅調に推移し、前期比４％増加の５,４１７億円となりました。また、インターネット／サポ

ートサービスは、ＢＩＧＬＯＢＥの付加価値サービスが伸長したことにより、前期比４％増加の

３,５０３億円となりました。一方、サーバ／ストレージ／ＷＳは、前期に大型案件があった影響

などにより前期比１８％減少の３,６３１億円となりました。 

損益面では、パーソナルコンピュータ事業の構造改革による採算性の改善やＳＩサービス／ソ

フトウェアの売上拡大などに伴い、営業利益は前期比３０４億円増加の１,０５８億円となりまし

た。 

 



 
 

  

◆ネットワークソリューション事業 

売上高     １兆５,７６３億円（前期比   ２０％減） 

営業利益       ３４２億円（ 同   １９１億円減） 

 

ネットワークソリューション事業の売上高は、前期比２０％減少の１兆５,７６３億円となりま

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世界的な通信市場低迷の継

続により、前期比２３％減少の８,９３９億円となりました。モバイルターミナルは、前年度上期

の国内出荷が好調だった影響により、前期比２４％減少の４,３９２億円となりました。一方、そ

の他は、国内地上波デジタル放送設備などが前期比で出荷増となったことなどにより、前期比  

１３％増加の２，４３２億円となりました。 

損益面では、売上高減少の影響を受けたものの、前期から実施してきた構造改革による固定費

削減や原価低減等の施策により、前期比１９１億円減少の３４２億円と、厳しい環境ながら黒字

を確保しました。 

 

 

◆エレクトロンデバイス事業 

   売上高     ９,３６７億円（前期比     １１％増） 

   営業損失      △２２億円（ 同 １,４５８億円改善） 

 

 エレクトロンデバイス事業の売上高は、前期比１１％増加の９,３６７億円となりました。売上

高の主な分野別状況につきましては、半導体が特に民生用電子機器、携帯電話および自動車向け

を中心に堅調に推移し、前期比１０％増加の７,０６７億円となりました。ディスプレイは、プラ

ズマディスプレイが出荷増となったものの、カラー液晶では価格下落が激しく採算の厳しくなっ

たパソコン向け汎用品を縮小し産業用にシフトしたことなどにより、前期比４％減少の９７９億

円となりました。電子部品その他については、グループ再編で電子部品の事業統合を行い、   

ＮＥＣトーキン(株)が新たに連結対象となったことなどにより、前期比３４％増加の１,３２１億

円となりました。 

損益面では、前期に実施した事業構造改革による固定費削減および不採算製品の縮小・撤退と

高付加価値製品へのシフトによる収益基盤の強化に加えて、半導体やプラズマディスプレイの売

上伸長により、前期に比べ１,４５８億円改善し、２２億円の営業損失となりました。 

 

 

 

 

 



 
 

  

６．財政状態 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、２,４７５億円の収入となりました。これは、  

２４５億円の当期純損失を計上しているものの、保有資産の効率化をさらに推し進めた結果、た

な卸資産や受取手形および売掛金などが減少したことによります。また前期比では、当期純損失

が大幅に縮小したことなどから、１,１０８億円の改善となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、１１５億円の支出で、前期比１,９１９億円の支出減と

なりました。これは、設備投資の選択と集中により、固定資産の購入による支出が減少している

のに加え、保有意義の薄れた有価証券の売却を推進したことにより収入が増加したことなどによ

るものです。この結果、営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フロ

ーを合算したフリー・キャッシュ・フローは２,３５９億円の収入となり、前期比３,０２８億円

の改善となりました。 

一方、社債の償還およびコマーシャル・ペーパーの減少などにより、財務活動によるキャッシ

ュ・フローは２,６２７億円の支出となりました。その結果、現金および現金同等物は３,４４３

億円と前期末比３３４億円減少しました。 

有利子負債残高は、フリー・キャッシュ・フローの改善やＮＥＣリース（株）が持分法適用会

社となったことなどにより、前期末に比べ７,７２６億円減少し１兆４,８７０億円となりました

が、割引率の変更に伴う最小年金負債調整額の増加などにより株主資本が減少し、デット・エク

イティ・レシオは４.１５倍（前期末比０.１５ポイント増）となりました。 

 

 

 

 平成１２年度 平成１３年度 平成１４年度 

株主資本比率   １９.０％ １１.３％ ８.７％ 

時価ベースの株主資本比率 ６８.６％ ３５.５％ １５.７％ 

債務償還年数 ５.１年 １４.４年 ７.６年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ５.６ ２.９ ８.２ 

 上記各指標の算式は以下のとおりです。 

   株主資本比率      ：株主資本÷総資産 

   時価ベースの株主資本比率：株式時価総額÷総資産 

   債務償還年数      ：有利子負債÷営業キャッシュ・フロー 

※有利子負債＝（期首有利子負債＋期末有利子負債）÷２ 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ  ：営業キャッシュ・フロー÷支払利息 

             

  上記各指標は、連結ベースの財務数値により計算しております。 

 

 



 
 

  

 

（注 1）  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、損益計算書の当期純

損益の直前に会計原則変更による累積影響額として開示しております。 
 

（注 2） 平成 14 年度第３四半期より、ＮＥＣエレクトロニクス㈱の分社によって、「ＮＥ

Ｃエレクトロンデバイス」カンパニーについては、セグメント名称を「ＮＥＣエレ

クトロンデバイス」から「エレクトロンデバイス事業」に変更しましたが、今般の

カンパニー制の廃止に伴い、「ＮＥＣソリューションズ」と「ＮＥＣネットワーク

ス」についても、下記のとおりセグメント名称を変更しました。 

 

旧 名 称          新 名 称 

ＮＥＣソリューションズ   ＩＴソリューション事業 

ＮＥＣネットワークス    ネットワークソリューション事業 

 

なお各セグメントの構成内容は従来と同一です。 

 
※ 当決算短信で使用している「営業損益」、「営業利益」および「営業損失」は日本基準に 

基づき表示しております。 
 
 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

〔注Ⅰ〕 

本資料に記載されている当社および連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の計画、戦略および

業績見通しは、将来の予測であって、リスクや不確定な要因を含んでおります。実際の業績等は、

さまざまな要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承

知願います。実際の業績等に影響を与えうる重要な要因としては、ＮＥＣの事業領域を取り巻く

日本、北米、アジア、欧州等の経済情勢、市場におけるＮＥＣの製品、サービスに対する需要動

向や競争激化による価格下落圧力、激しい競争にさらされた市場においてＮＥＣが引続き顧客に

受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、為替レート（特に米ドル

と円との為替レート）などがありますが、これら以外にもさまざまな要因がありえます。また、

ＩＴ不況や通信不況に伴う世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷な

どにより、実際の業績等が当初の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１５年４月２５日午前３時半頃。

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。 

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


