
経営方針 

 

 
１． 経営の基本方針 

 当社を取り巻く市場環境は大きく変化しています。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

バやパーソナルコンピュータ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、企業価値の向上をはかっていきます。 

 

 

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、中間配当金は本年４月28日に公表いたしました通り１株につき３

円を実施しますが、年間配当金は本年４月に公表いたしました通り未定といたします。 

 

 

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や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に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、必要があ

ると判断した場合には、適切な対応をはかってまいります。 
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４． 中長期的な会社の経営戦略 

 当社グループの遂行する事業は、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つの領域に分類されます。 

 個人需要が先導役となってブロードバンド＆モバイル化が進展するなか、当社は、平成15年10

月に、世界に先行する先進ＩＴ・ネットワーク市場となりつつある日本市場を軸として、グロー

バルな事業展開を目指す中期成長戦略を策定いたしました。その概要は以下の通りです。 

 

 中期成長戦略の概要 

   (1) 国内市場を中心とした確実な収益確保、安定成長 

     ① ＳＩサービスをベースとした安定的な収益基盤の確保 

     ② ＩＴとの融合によるネットワークソリューション事業の拡大 

     ③ プロダクト事業の再強化 

 

   (2) 新たな成長機会の獲得 

      ① グローバルな事業拡大 

     ② 日本の本格的なユビキタス社会の到来に対応した取組強化 

 

   (3) 成長を支えるグループのコア・コンピタンスの結集 

 

 また、さらなる市場対応力強化のため、平成16年４月１日付で、それまでの９つの事業ライン

を11のビジネスユニットに再編成するとともに、新たに全社のマーケティング施策の企画・推進

を担当するマーケティングユニットを設置した事業体制に移行しました。これにより、特に当社

の強みであるネットワークをベースとしたさまざまなソリューションをマーケットに提供する体

制を強化し、成長戦略の実行を加速させ、さらなる収益力の向上に努めてまいります。 

 

 半導体ソリューション領域においては、ＮＥＣエレクトロニクス（株）を中心として事業を運

営していますが、同社は、顧客志向の徹底などにより、半導体ソリューション専業企業として一

層の競争力の強化をはかっています。さらに、ユビキタス化する市場において、ＩＴ・ネットワ

ーク統合ソリューション領域と半導体ソリューション領域間でのシナジーを発揮し、ＮＥＣグル

ープの更なる企業価値向上を目指してまいります。 
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５．会社の対処すべき課題 

 平成15年10月に策定した中期成長戦略を確実に実行していくためには、顧客が求めるシステム

の高度化、複雑化に伴う開発コストの増大などの事業遂行上のリスクに的確に対応するとともに、

市場環境の変化を捉え、ソフトウェア開発力やネットワーク技術力などの当社の強みを最大限活

用して事業の拡大・発展をはかることが必要です。そこで当社は、新事業体制のもとで、次の経

営課題に取り組んでまいります。 

 

(1) 事業遂行力の一層の強化 

 ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション領域においては、ブロードバンド＆モバイル環境の

進展などにより、ユビキタス社会に向けて市場が大きく変化しています。当社は、顧客指向を

より徹底して市場の変化を迅速かつ的確に把握し、顧客ニーズを満足させる統合ソリューショ

ンの提供に努めてまいります。また、生産革新や資材費削減、開発プロセス改革により原価低

減を一層推進するとともに、開発過程や事業遂行上のリスクに関するマネジメントの強化をは

かります。 

 

(2) 成長戦略の遂行の加速 

 国内においては、システム･インテグレーション･サービス事業を収益基盤として拡大、強化

をはかるとともに、当社が誇るネットワーク領域の技術･ノウハウを活用したＩＴ・ネットワ

ーク統合ソリューション事業の拡大を目指します。また、海外においては、モバイル事業につ

いては中国、欧州を中心に、システム･インテグレーション･サービス事業などのソリューショ

ン事業についても中国、東南アジアを中心に、日本市場の先進性を活かした海外展開を積極的

に推進します。 

 

(3) 経営資源の結集による関係会社とのシナジーの最大化 

 当社と関係会社の研究開発力、知的資産、人材などの経営資源を結集し、そのシナジーを最

大限に発揮することにより全体の企業価値の最大化をはかってまいります。特に、半導体から

携帯電話機、ネットワーク基盤に至るまでソフトウェアの重要性が高まりつつある状況を踏ま

え、ソフトウェア開発力の横断的な活用により競争力の強化をはかります。 
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(4) 構造改革の推進 

 ブロードバンド事業などの環境変化が激しい事業領域については、これまでに実施した改革

の成果を踏まえ、付加価値の高いソフトウェアやサービスの提供を中心とするソリューション

事業への転換、開発効率の改善などの構造改革を引き続き推進します。 

 

(5) 研究開発および知的資産戦略の強化 

 市場が大きく変化している中で、研究開発と事業とのシナジー強化や開発成果の早期事業化

などを実施するとともに、ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション領域および半導体ソリュー

ション事業領域における積極的な知的資産の創造・保護、その他の領域における知的資産の第

三者による活用の促進などにより競争力の強化をはかります。 

 

 こうした取り組みにより、さらなる事業の拡大と収益性の向上をはかり、当社をグローバルな

エクセレント企業へ発展させてまいります。 

 

 

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、企業価値の最大化をはかるためには、コーポレート・ガバナンス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) スピードある意思決定と事業遂行の実現 

  (3) アカウンタビリティ(説明責任)の明確化 

  (4) 迅速かつ適切で公平な情報開示  

を基本方針として、コーポレート・ガバナンスの強化に努めています。 

 今後も、社会環境・法制度等の変化に応じて、当社にふさわしい仕組みを随時検討し、コーポ

レート・ガバナンスの更なる強化に向け、必要な見直しを行なっていく方針です。 

 

 コーポレート・ガバナンス体制 

 当社は取締役会、監査役を中心として、当社にふさわしいコーポレート・ガバナンス体制を構

築しています。 

 平成12年４月には執行役員制を導入し、取締役から執行役員へ大幅な権限委譲を行うことによ

り、責任体制の明確化および迅速な意思決定と事業遂行を推進しています。 
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 また、社外取締役制の導入、経営諮問委員会と報酬委員会の設置、監査における内部監査部門

と監査役・会計監査人との連携等により経営の透明性・健全性の向上に努めています。 

 

 

 

 

・取締役会 

 取締役会は15名で構成されており、うち３名は社外メンバーです(平成16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取締役会を開催

しており、経営計画に関する事項をはじめ、資金計画、投融資、事業再編などの重要な事項につ

いて審議・決定しています。 

 なお、当社は、事業年度ごとの経営責任の明確化をはかるため、平成16年６月に取締役の任期

を１年に短縮しました。 
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 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、執行役員を兼任する社

内の取締役および執行役員の一部等の約20名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。 

 

 さらに、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 

 ＮＥＣグループの中期経営戦略やコーポレート・ガバナンスのあり方などの経営課題につい

て、外部の視点を交えて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11名で構成

されています。(平成16年９月末現在)。 

 経営諮問委員会は、年４回開催されます。 

 

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16年９月末現在）。 

 報酬委員会は年２回開催されます。 

 

 なお、当社では報酬委員会での審議に基づき、平成13年度から、役員の報酬体系を業績との連

動をより高めた透明性あるものに変革しており、現在は、実質的に、 

① 基本報酬としての月額報酬  

② 短期インセンティブとしての業績連動型賞与  

③ 長期インセンティブとしてのストック・オプション  

の３項目に整理・統合しています。また、退職慰労金は抜本的な制度改定により大幅に縮減して

います。 
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・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３名をおき(平成16年９月末現在)、月

１回の定時開催に加え必要に応じて随時、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、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、連携をはかるため、随時、監査についての報告を

求めています。 

 

・経営監査本部 

 当社は、内部監査部門として経営監査本部を設置し、監査役・会計監査人との緊密な連携のも

と、業務執行が経営方針、関係法規、社内規程・基準等に準拠して、適法かつ適正・合理的に行

われているかについて監査するとともに、必要に応じて改善提案を行なっています。 

 

 

 リスクマネジメント 

当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の維持・増大を図るためには、当社を取り

巻く様々なリスクを適切に管理することが重要であると認識しています。 

そこで、他社との提携や構造改革の推進など、経営戦略の意思決定に関するリスクに対しては、

関係部門で事前にリスクの分析・対策の検討を行っています。特に重要な案件については経営会

議等の場で充分な審議を行なったうえで、取締役会で意思決定を行い、その後も、業績動向等の

状況を継続的にモニターしています。また、品質問題や災害などの事業遂行に関するリスクに対

しては、各専門スタフ部門を設置し、日常業務におけるリスクマネジメントおよび危機管理体制

の整備を行っています。 

こうした活動を支えるため、ＮＥＣの企業理念、ＮＥＣグループ企業行動憲章、ＮＥＣグルー

プ行動規範などの基本原則を策定し、ＮＥＣグループ内で周知徹底を図っています。また、企業

倫理などの問題に関して、社内・社外委託先の双方を窓口として、従業員個人が不利益を受ける

ことなく相談・申告できる制度を設けています。 

 

 

当社としては、今後とも企業価値の最大化に向け、コーポレート・ガバナンスの強化に努めて

まいります。 
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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 

 

 当中間期におけるわが国の経済は景気回復基調の中、民間需要を中心に堅調に推移し、企業部

門では幅広い業種での景況感の改善が見られました。 

 これは、原油高の長期化が経済に与える影響や、テロによる世界情勢の不安定化に対する懸念

があったものの、アジア向けを中心とした輸出の増加、企業業績の改善を背景とした設備投資の

増加および個人消費の緩やかな伸長があったことなどによるものです。 

 

 エレクトロニクス業界においては、ＩＴ市場および企業ネットワーク市場ともに回復基調にあ

り、半導体市場もデジタルＡＶ機器向けやパーソナルコンピュータ周辺機器向けを中心に好調を

持続しました。 

 一方、ＳＩサービス分野における顧客による価格や技術に対する厳しい要求は依然として継続

し、またモバイル分野では国内市場における携帯電話機の普及が高まったことやカメラ付携帯電

話機の需要が一巡したことにより市場が伸び悩むなど、個々には成長と停滞が混在した状況とな

りました。 

 

 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は減収となりました

が、ブロードバンド分野、モバイルインフラなどの増収により、２兆３,０３１億円と前年同期に

比べ２０１億円の増収となりました。 

 営業利益は、売上高が増加したことなどにより、５９３億円と前年同期に比べ１３億円の増加

となりました。 

 税引前中間純利益は７１８億円で、前年同期に比べ５９億円の減少となりました。これは、当

中間期に退職給付信託設定益を計上したものの、前年同期に子会社株式発行関連利益を計上した

ことなどにより営業外収益が減少したことによるものです。 

 また、持分法による投資損益の回復などにより、中間純利益は、前年同期と比べ９７億円の増

加の２５１億円となりました。 
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 平成１６年度通期については、モバイルインフラが中間期に好調に推移したものの、国内携帯

電話機市場の想定以上の減速や、下期以降に半導体市場減速の影響を受けることなどから、売上

高は本年４月の公表値を下回る見通しです。 

 また、営業利益もモバイルターミナルや半導体の売上の減少に加え、モバイルターミナルの来

期以降の業績回復へ向けた新技術の開発コスト等を計上することなどにより、本年４月の公表値

を下回る見通しです。 

 これらの影響を受け、税引前利益および当期純利益についても、本年４月の公表値を下回る見

込みです。 

 

 

      （連 結） 

売上高 49,000 億円 （４月公表比   ▲400 億円減） 

営業利益 1,500 億円 （  同     ▲700 億円減）  

税引前利益 1,350 億円 （    同       ▲450 億円減）  

当期純利益  600 億円 （    同       ▲100 億円減） 

 

      （単 独） 

売上高 24,500 億円 （４月公表比 ▲1,200 億円減） 

経常利益  350 億円 （    同      ▲120 億円減） 

当期純利益 250 億円 （    同         －    ） 
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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  ９,６２７億円（前年同期比 １％増） 

   営業利益   ３４２億円（    同    ３億円増） 

 

 ＩＴソリューション事業の当中間期の売上高は、前年同期並みを確保し、９,６２７億円と

なりました。国内ＩＴ投資の回復基調を受け、ＳＩ／サービス分野やソフトウェア分野が堅調

に推移いたしました。 

 

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

民需向けも堅調に推移したことなどから、前年同期比で８％増収の３,５２１億円となりまし

た。また、ソフトウェア分野は前年同期比で１８％増収の４８９億円となりました。一方、コ

ンピュータ・プラットフォーム分野は、光ディスクドライブの競争激化による単価下落の影響

を受け、前年同期比で５％減収の２,２１８億円となりました。パーソナルソリューション分

野は、国内におけるパーソナルコンピュータの出荷減などの影響により、前年同期比で２％減

少の３,３９９億円となりました。 

 損益面では前年同期並みを確保し、営業利益は前年同期比で３億円増加の３４２億円となり

ました。 

 

 

◆ネットワークソリューション事業 

   売上高  ８,９９８億円（前年同期比  ６％増） 

   営業利益   １８２億円（    同    ６７億円減） 

 

 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、前年同期比で６％増収の 

８,９９８億円となりました。 

 売上高の主な分野別状況につきましては、ブロードバンド分野は、国内市場における通信事

業者の新サービス提供のためのプラットフォーム構築に向けた出荷や、国内外の企業向けビジ

ネスが堅調に推移したことなどにより、前年同期比で３０％増収の２,８７８億円となりまし

た。モバイル分野では、パケット通信定額制サービス導入のためのインフラ構築により、モバ

イルインフラの売上高が前年同期を上回ったものの、昨年度特に好調であった国内向け第２世
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代携帯電話機を中心にモバイルターミナルの出荷が大幅に前年同期を下回ったことから、モバ

イル分野全体の売上高は前年同期比で４％減収の４,９７６億円となりました。社会インフラ

分野は、前年同期並みの１,１４４億円となりました。 

 損益面では、モバイルインフラが増益となり、またブロードバンド分野でも採算性が改善し

たものの、モバイルターミナルが出荷減などの影響により前年同期を大幅に下回ったことから、

全体の営業利益は前年同期比で６７億円減少の１８２億円となりました。 

 

 

◆エレクトロンデバイス事業 

   売上高  ４,６１３億円（ 前年同期並み      ） 

   営業利益   ３３７億円（  前年同期比 １２１億円増） 

 

 エレクトロンデバイス事業の当中間期の売上高は、前年同期並みの４,６１３億円となりま

した。これは、ＤＲＡＭやプラズマディスプレイ事業の再編による影響などがあったものの、

好調な市場を背景に半導体分野およびカラー液晶ディスプレイが好調に推移したことにより、

前年同期並みの売上高を確保したものです。なお、事業再編の影響を除いた場合、エレクトロ

ンデバイス事業の当中間期の売上高は、前年同期に比べて５％の増収となります。 

 

 売上高の主な分野別状況につきましては、半導体分野は、ＤＲＡＭ事業をエルピーダメモリ

（株）に移管したことによる売上減があったものの、デジタルＡＶ機器向けシステムＬＳＩや

ＬＣＤドライバＩＣの売上が好調に推移したことに加え、自動車向け半導体の売上も堅調に推

移したため、前年同期比で５％増収の３,７６８億円となりました。 

ディスプレイ分野の売上高は、前年同期比で１０％減収の３８６億円となりました。これは、

カラー液晶が産業用を中心に好調に推移した一方で、プラズマディスプレイ事業をパイオニア

（株）に譲渡したことによるものです。 

電子部品その他の分野は、デジタル機器向け電子部品が堅調に推移した一方で、セグメント

内消去の増加により、前年同期比で２０％減収の４５９億円となりました。 

 損益面では、エレクトロンデバイス事業の中核である半導体分野が売上増や生産効率化で収

益性を向上させたことに加え、カラー液晶や電子部品その他の分野も事業構造改革などにより

収益性を改善したことから、営業利益は前年同期比１２１億円増加の３３７億円となりました。 
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２．財政状態 

 

 営業活動によるキャッシュ・フローは１８０億円の支出となり、前年同期比で１,２５０億円の

悪化となりました。これは、支払手形および買掛金の支払額が前年同期と比べ、増加したことな

どによるものです。 

 

 投資活動によるキャッシュ・フローは２１３億円の支出となり、前年同期比で１２５億円の悪

化となりました。これは、前年同期に子会社の上場に伴う関係会社株式の売却による収入があっ

たことによるものです。 

 

 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３９３億円の支出となり、前年同期比で１,３７６億円の悪化と

なりました。 

 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還があったものの、子会社による転換社債型

新株予約権付社債の発行などにより、７４億円の収入となりました。 

 

 上記の結果、現金および現金同等物は４,６８９億円となり、前期末比で２７８億円減少しまし

た。 

 

 有利子負債残高は、前期末に比べ４４億円増加の１兆１,７５５億円となり、デット・エクイテ

ィ・レシオは１.６２倍（前期末比０.０３ポイント改善）となりました。 

 また、有利子負債残高から現金および現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（ＮＥＴベ

ース）では、前期末比で３２３億円増加の７,０６５億円となり、デット・エクイティ・レシオは

０.９７倍（前期末比０.０２ポイント悪化）となりました。 
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 ※ 当決算短信で使用している「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〕 

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、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。 

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

 

 

32


