
 
 

   

経営方針 
 

 

１． 経営の基本方針 

 現在、当社を取り巻く市場環境は大きく変化しています。世界的に経済が低迷し、国内では世

界の工場としての中国の躍進に端を発したデフレ環境が進展しております。その中で、各企業に

おいては生き残りのための解決策（ソリューション）へのニーズが高まっています。一方、技術

の面では、ネットワークのＩＰ（インターネット・プロトコル）化とブロードバンド（高速大容

量）化、ならびにサーバやパソコンの高性能化が進展しています。当社では、これらの技術を活

用し、情報処理技術をベースとしたＩＴソリューションと、通信技術をベースとしたネットワー

クソリューション、さらには両分野を融合したＩＴ・ネットワーク統合ソリューションによって

お客様が直面している課題を解決し、当社のソリューション事業を大きく飛躍・発展させること

により、企業価値の向上を図っていきます。 

 

 

２． 利益配分に関する基本方針 

 当社は、急激に変動する昨今の事業環境等への柔軟な対応や、事業構造の改革を継続する必要

性があることから、各期の利益状況、翌期以降の見通し、配当性向、設備投資などの内部資金需

要等を基準に配当を決定しております。 

 当期の配当につきましては、これまで未定としておりましたが、中間配当金は１株につき３円

を実施し、年間配当金は１株につき６円を予定しております。 

 

 

３． 投資単位の引下げに関する考え方および方針等 

 株式投資単位の引下げに関しては、個人投資家層の拡大、株式の流動性を高める有用な施策の

ひとつであると認識しておりますが、一方で株式投資単位の引下げは相当の費用を要します。当

社としては、株価水準、株主数、株主構成、費用対効果、財政状況などを勘案し、株式投資単位

の引下げについて引き続き検討してまいります。 

 

 

４． 中長期的な会社の経営戦略 

昨年度、当社は、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、当

社の遂行する事業領域を大きく「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。 

「ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション」については、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。 

「半導体ソリューション」については、昨年分社し設立したＮＥＣエレクトロニクス（株）を、

平成１５年７月２４日に上場いたしました。同社は、半導体ソリューションの専業企業としての

企業価値の顕在化により、グローバルな競合他社に対抗できる財務基盤の構築を一層進めていく

とともに、戦略パートナーとしてＮＥＣと事業・技術面でのシナジーを追求していきます。 

 

 

 

５．会社の対処すべき課題 

当社は現在、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。 

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、そのために当社は、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。  

当社は、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。 

 

 

６．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方およびその施策の実施状況 

当社は、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、 

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 つの方針に基づいてコーポレート・ガバナンスの強化に努めています。 

 

 コーポレート・ガバナンス体制 

当社では、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

を導入し、併せて、取締役会についても、人員規模・構成などについて見直しを行ってきています。 

 

①取締役会 

取締役会は、社外メンバー３名を含む１５名で構成されています（平成１５年９月末現在）。 

当社では、取締役会の監督機能をより強化するため、社外メンバーを全体の３分の１まで増員

する方針です。 



 
 

   

 取締役会は、月１回の定時開催に加えて、緊急な意思決定が必要な場合に随時、臨時開催され

ています。経営計画に関する事項をはじめ、重要な組織、人事、投資、事業再編および契約など

について審議し、決定しています。 

 取締役会の決議を必要とする事項のうち、特に重要な案件については、取締役１５名および執

行役員５名（平成１５年９月末現在）から構成される経営会議において事前審議を行っています。

また、予算の進捗等、事業遂行状況に関する審議を、代表取締役、執行役員等で構成する事業執

行会議で行っています。 

なお、当社は、取締役会の経営・監督機能を補完するために、経営諮問委員会と、報酬委員会と

を設置しています。 

経営諮問委員会  

経営諮問委員会は、外部の視点を交えて経営課題を幅広く討議するために設置され、

社外の有識者５名を含む１２名で構成されています（平成１５年９月末現在）。 

年４回開催され、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

を行っています。 

報酬委員会  

報酬委員会は、取締役会の諮問機関として、客観的視点から取締役と執行役員の報

酬体系の見直しと、適正な報酬水準についての審議を行うために設置され、社外委

員２名を含む５名で構成されています（平成１５年９月末現在）。 

報酬委員会は年２回開催されます。 

 

 

②監査役および監査役会 

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。当社は、常勤の監査役２名および社外監査役２名をおき（平成１５年９月末現在）、

原則として月１回監査役会を開催しています。 

 各監査役は、重要な会議への出席、取締役などに対する営業報告の要求、および子会社の調査

などの方法により監査を実施しており、内部監査部門や会計監査人に対しても、随時監査につい

ての報告を求めています。 

経営監査本部  

経営監査本部は、監査役・会計監査人と緊密に連携しながら、会計およびコンプラ

イアンス（法令遵守）の側面から内部監査を実施しています。 

 

 

 

 



 
 

   

経営成績および財政状況 
 

１．経営成績 

 

①当中間期の概況および通期の見通し 

当中間期は、イラク戦争勃発の時期を底とした株式市況の好転により、景況感が改善してきま

した。しかしながら、ハードウェア分野における価格競争の一層の激化に加え、ソフト･サービス

分野においても価格低下が進行しており、事業環境は依然厳しい状況が続きました。 

このような事業環境の中、当中間期の連結売上高は、モバイルターミナルなどの増収により、

２兆２,８３０億円と前年同期比５％の増収となりました。営業利益は、売上高が増加したことに

加え構造改革の推進やコストダウンなどにより、５８０億円（前年同期比３１３億円増）となり

ました。税引前中間純利益は、ＮＥＣエレクトロニクス（株）やＮＥＣシステムテクノロジー（株）

の上場に伴う株式発行関連利益などにより、前年同期に比べ５７４億円改善し、７７７億円とな

りました。また、中間純利益も、前年同期と比べ１４４億円の改善の１５４億円となりました。 

 平成１５年度については、携帯電話事業の拡大が持続するほか、厳しい事業環境下にあるＳＩ

事業やネットワークインフラについても底堅い動きが見込まれ、売上高は４月公表値を上回る見

通しです。また営業利益についても、公表値を確保できる見込みです。 

税引前利益および当期純利益については、子会社であるＮＥＣエレクトロニクス（株）の上場

に伴う株式発行関連利益の増加などにより、４月の公表値を上回る見込みです。 

 

      （連 結） 

売上高 48,500 億円 （４月公表比  500 億円増） 

営業利益 1,800 億円 （  同     －      ）  

税引前利益 1,600 億円 （    同      400 億円増）  

当期純利益  400 億円 （    同      100 億円増） 

 

      （単 独） 

売上高 24,000 億円 （４月公表比  －      ） 

経常利益  350 億円 （    同      －      ） 

当期純利益 250 億円 （    同     100 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  ９,４９４億円（前年同期比 ±０％） 

   営業利益   ３３９億円（  同   ４０億円増） 

 

 ＩＴソリューション事業の当中間期の売上高は、前年同期並みの９,４９４億円となりました。

国内ＩＴ投資が依然厳しい中、前年並みの売上高を確保いたしました。 

 売上高の主な分野別状況につきましては、ＳＩ／サービスでは底堅い官公需に加え、民需向け

のビジネスが堅調に推移し､前年同期比３％増加の３,２６１億円となりました。一方、ソフトウ

ェアは、前年同期に大型案件があったため、前年同期比１６％減の４１６億円となりました。コ

ンピュータ・プラットフォームにおいては、前年同期の大型案件の影響があったものの、光ディ

スクドライブの伸長により前年同期比３％増の２,３３８億円となりました。パーソナルソリュー

ションは、国内パソコンが第２四半期に入り好調に推移したものの、第１四半期における出荷減

の影響もあり、前年同期比３％減少の３,４７９億円となりました。 

 損益面では、パソコンを中心とするパーソナルソリューションの採算性が集中購買・部品の共

通化による原価低減や構造改革による固定費削減により前年同期比で大幅に改善したことなどに

より、営業利益は前年同期比４０億円増加の３３９億円となりました。 

 

◆ネットワークソリューション事業 

  売上高 ８,５２５億円（前年同期比 ２１％増） 

  営業利益   ２５０億円（  同  １２８億円増） 

 

ネットワークソリューション事業の当中間期の売上高は、前年同期比２１％増加の８,５２５

億円となりました。売上の増加は、主に、国内外ともに携帯電話機の出荷が大きく伸長したため

です。 

売上高の主な分野別状況につきましては、ブロードバンドは、国内市場でブロードバンドアク

セスの急速な普及や企業向け新サービスの需要立ち上がりがあるものの、海外キャリア向けの出

荷が大きく減少し、前年同期比３％減の２,２１９億円となりました。モバイルは、モバイルイン

フラが前年同期を下回ったものの、モバイルターミナルで国内のカメラ付き携帯電話機の出荷が

好調であったことや海外向け出荷の本格的な立ち上がりにより、前年同期比３６％増加の   

５,１５６億円となりました。社会インフラは、国内地上波デジタル放送設備の出荷が増加したこ

となどにより、前年同期比１７％増加の１,１５０億円となりました。 

損益面では、原価低減や固定費削減等の施策により、ブロードバンドを中心に採算性が改善し、

２５０億円と前年同期比倍増の営業利益となりました。 

 



 
 

   

◆エレクトロンデバイス事業 

    売上高  ４,６０９億円（前年同期比 ３％減） 

    営業利益    ２１６億円（    同     ２６７億円改善） 

 

 エレクトロンデバイス事業の当中間期の売上高は、前年同期比３％減少の４,６０９億円となり

ました。売上高が減少したのは、昨年度に実施した事業再編の影響によるものです。 

 売上高の主な分野別状況につきましては、半導体は、コア事業であるノンＤＲＡＭが携帯電話

機向けや自動車向けなどが好調に推移する一方、ゲーム機用は大幅に減少しましたが、今期から

受託販売等が含まれることから、前年同期比３％増加の３,６０４億円となりました。ディスプレ

イは、カラー液晶事業において高付加価値品である産業用製品へのシフトを進める一方、採算の

厳しいパソコン向けの汎用品の比率を絞り込んだことなどにより、前年同期比２５％減少の  

４３０億円電子部品その他については、電子部品事業が堅調に推移したものの、前期中に実施し

た事業再編により回路基板事業やカーエレクトロニクス事業が連結対象外となったことなどによ

り、前年同期比１６％減少の５７５億円となりました。 

損益面では、堅調な市場や構造改革の効果などによりエレクトロンデバイス事業の中核である

半導体の利益が拡大したことや、課題事業であるカラー液晶事業の採算性の改善および電子部品

事業の黒字化などにより、前年同期は５０億円の損失でしたが、昨年度第４四半期から黒字転換

し、当中間期も２１６億円の営業利益となりました。 

 

 

２．財政状態 

 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１,０７０億円の収入となりました。これは、中

間純利益を計上したことに加え、たな卸資産の効率化による資材費支払いの減少などによるもの

です。また前年同期比では、５６４億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、８８億円の支出で、前年同期比１６億円の改善となり

ました。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９８２億円の収入となり、前年同期比５８０億円の改善

となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、有利子負債を積極的に減らす一方で、子会社上場に伴

う収入などにより、５６億円の収入となりました。その結果、現金および現金同等物は４,４８３

億円と前期末比１,０３９億円増加しました。 

有利子負債残高は、フリー・キャッシュ・フローの改善などにより、前期末に比べ１,０４２億

円減少の１兆３,８２８億円となり、デット・エクイティ・レシオは３.５４倍（前期末比０.６１

ポイント改善）となりました。 

また、有利子負債残高と現預金残高を相殺した有利子負債残高（ＮＥＴベース）では、前期末



 
 

   

比２,０８２億円減少の９,３４５億円となり、デット・エクイティ・レシオは２.３９倍（前期末

比０.８０ポイント改善）となりました。 

 

 
（注1） 事業ライン制移行に伴い、セグメント内の区分見直しを行い、平成１４年度中間期を 

平成１５年度中間期の表示にあわせて組替再表示しています。 
 
※ 当決算概要で使用している「営業損益」および「営業利益」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。 
また、本資料に記載されている経営目標は予想ではなく、将来の業績に関する経営陣の現在の予
想を反映したものでもありません。むしろ、経営陣が事業戦略の実行を通じて達成しようとする
目標であります。実際の業績等は、さまざまな要因により、見通し等と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
ビスに対する需要変動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、中国など
の海外市場において事業を拡大していく能力、NEC の事業活動に関する規制の変更や不透明さ、
潜在的な法的責任、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、実際の業績等が経営目標その他の見通しと異
なる結果となる可能性もあります。NEC による将来予測に関する記述は、その日現在のものであ
ることをご承知おきください。新たなリスクや不確定要因は随時生じるものであり、その発生や
影響を予測することは不可能であります。また、リスクや不確定要因があるため、将来予測に関
して記述されていることが実際には起こらない場合もありえます。これらの記述に全面的に依拠
することは控えるようお願いします。本資料は、証券の募集を構成するものではありません。い
かなる国・地域においても、法律上証券の登録が要求されている場合は、証券の登録を行うかま
たは登録の免除を受ける場合を除き、証券の募集または販売を行うことは許されません。たとえ
ば、米国において証券の公募が行われる場合には、1933 年米国証券法に基づく証券の登録が行わ
れ、NEC および経営陣に関する詳細な情報ならびに財務諸表が掲載された英文目論見書が用いら
れます。 
 
〔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１０月２４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。 
------------------------------------------------------------------------------------- 


