
 
 

  

経営方針 
 

１．経営の基本方針 

 

ＩＴ（情報技術）とネットワーク技術（通信技術）は、私たちの生活や企業、政府・自治体の

活動に欠かせないものになっています。さらに、光ネットワークとＩＰネットワーク、移動通信

と固定通信、放送サービスと通信サービス、そして情報技術と通信技術など、様々なコンバージ

ェンス（融合）が起こっており、ブロードバンド（高速・大容量ネットワークとそれに伴うサー

ビス）＆モバイル（携帯情報端末からのネットワーク利用）環境の進展によって「いつでもどこ

でも」様々な情報通信機器を通して必要な情報をやり取りできる「ユビキタス社会」が現実のも

のとなってきました。 

当社グループは、この新しい社会で、人々が安全で楽しく豊かな生活を送り、企業がＩＴやネ

ットワークを活用して競争力の強化や経営効率の向上を実現できるよう、「Empowered by 

Innovation」というスローガンのもと、「お客様の満足度向上」を目指したたゆみない革新

（Innovation）によって、人々や社会の新たな可能性の実現に貢献していきたいと考えています。 

また、当社グループは、ＩＴソリューション事業、ネットワークソリューション事業に加え、

半導体などのエレクトロンデバイス事業を通じて、お客様にとって真に価値のあるソリューショ

ンの提供とユビキタス社会の実現を目指しています。 

そして、株主、顧客、従業員をはじめとするステークホルダー（利害関係者）に対する責務を

認識して企業価値の最大化をはかるとともに、良き企業市民としての社会的責任を果たし、社会

と企業の持続的な成長を目指していきたいと考えています。 

 

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経済状況など事業環境の変化に柔軟に対応し、事業構造の改革

を継続的に実施する必要があることから、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として配当を決定しております。 

平成 16 年度の配当につきましては、年間配当金は１株につき６円（中間配当１株につき３円を

含む。）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．中長期的な当社グループの経営戦略 

 

当社グループは、「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」を

コア領域と位置付け、それぞれが事業特性に応じた戦略を展開するとともに、事業・技術面での

シナジーを追求することで企業価値の増大をはかっています。 

また、平成 15 年 10 月には中期成長戦略を策定し、その実現にむけて事業運営に取り組んでい

ます。世界に先行してブロードバンド＆モバイル環境が進展する日本市場を軸として、その先進

性を活かしてグローバルに展開をはかることで、来たるべき本格的なユビキタス社会における新

たな成長機会の創造と獲得を目指しています。 

 

＜ＩＴ・ネットワーク統合領域での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 

①ＳＩ（システム・インテグレーション）サービスをベースとした安定的な収益基盤

の確保 

②ＩＴ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 

 

しかしながら、国内携帯電話機市場の低迷をはじめとする事業環境の急激な変化や、新技術へ

の対応に伴う開発の規模増大や複雑化など、取り組むべき課題が生じています。 

一方、次世代ネットワークへの動きやソフトウェア・サービス分野のニーズ拡大など、新たな

事業機会が出てきています。 

そこで、当社では、こうした状況に対応し、早急な経営課題の克服と中期成長戦略の実現に向

けた経営施策を平成 16 年 12 月に発表しました。 

 

＜新施策の概要＞ 

１．モバイルターミナル事業の早期ターンアラウンド 

①開発戦略の見直し 

②中国を中心とした海外展開の加速 

２．ＩＴ・ネットワーク統合ソリューション事業の成長加速 

①ソフトウェア・サービス領域の事業体制の強化 

②ブロードバンドソリューション事業の拡大 

③次世代ネットワークインフラへの取り組み 

３．構造改革の継続的推進 
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また半導体ソリューション領域では、システムＬＳＩに注力し、最先端独自技術を背景にお客

様のニーズに応え、最適なソリューションを提供するビジネスパートナーとなることを目指して

事業を運営・展開してまいります。 

 

当社グループでは、これらの施策によって、業績回復・成長軌道への復帰を目指しています。 

 

 

５．企業集団が対処すべき課題 

 

日本では、ブロードバンド＆モバイル環境が普及し、さらに光ネットワークやＩＰネットワー

クなど次世代ネットワーク構築への動きが加速していることから、通信事業者における新たなサ

ービス基盤の構築や企業におけるネットワークの活用、グローバルなサプライチェーンの構築な

どが増加しています。また、国内の携帯電話機市場では、通信事業者による第３世代携帯電話サ

ービスへの移行が本格化しています。さらに顧客ニーズの多様化に伴い、より高度な半導体ソリ

ューションが求められています。 

このように新たな事業機会が拡大する一方で、ＩＴ領域だけでなく、ネットワークおよび半導

体の領域においてもソフトウェア開発の重要性が急激に増加するとともに、顧客の要求はさらに

高度化、複雑化し、技術の急激な変化による開発規模の増大や競争激化に伴う価格低下も継続し

ています。 

このような環境の中で、当社グループは、来たるべき本格的なユビキタス社会に向けて事業環

境の変化に適切に対応し、新たなビジネスチャンスを確実に捉えて、さらなる成長を遂げるため

次の経営課題に取り組んでまいります。 

まず、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、中国をはじめアジアを起点

としたグローバルな統合ソリューション事業の展開に積極的に取り組みます。 

次に、ソフトウェア・サービス領域においては、当社グループのコア・コンピタンスであるシ

ステム構築力およびソフトウェア開発力の強化のため、ＮＥＣソフト㈱およびＮＥＣシステムテ

クノロジー㈱を含めた当社グループのソフトウェア・サービス領域の経営資源をダイナミックに

再編し、顧客ニーズの実現に向けてグループの強みを最大限に発揮するとともに、トータルプロ

セス改革を継続して実施し、競争力のさらなる強化に努めます。 

さらに、世界最先端を行く我が国のブロードバンド＆モバイル環境の優位性とセキュリティ技

術や高信頼性技術などの当社グループが持つＩＴ・ネットワーク分野のコア技術を十分に活かし、

顧客のニーズを満足させるサーバ、ストレージ装置などのハードウェア製品の創出に注力します。 

当社は、こうした取り組みによって、当社グループの事業の拡大と収益性の向上をはかり、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。 
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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）の明確化および(4)迅速かつ適切で公平な情報開示を基本方

針としてその実現に努めています。 

 

①コーポレート・ガバナンス体制および内部統制システム 

当社は、平成12年４月から執行役員制度を導入し、取締役数を削減するとともに取締役から執

行役員に対して業務執行に関する大幅な権限委譲を行うことにより、経営責任の明確化および迅

速な意思決定と事業遂行を実現しています。また、従来から導入している社外取締役の増員に加

え、経営諮問委員会および報酬委員会の設置、内部監査部門、監査役会および会計監査人の相互

連携の強化など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 

取締役は、15名であり、そのうち２名は、商法第188条第２項第７号ノ２に定める社外取締役で

す。取締役会は、毎月１回定時に開催するほか、必要に応じて随時開催しており、経営計画に関

する事項を始め資金計画、投融資、事業再編などの重要な業務執行について審議・決定していま

す。また、特に重要な事項については、取締役会への付議前に経営会議においても議論を行い、

審議の充実をはかっています。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年に短縮しています。 
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経営諮問委員会および報酬委員会 

当社は、社外の有識者等で構成される経営諮問委員会を設置し、当社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い議論

を行っています。また、社外委員２名（うち１名は委員長）を含む５名の委員で構成される報酬

委員会を設置し、取締役および執行役員の報酬体系・報酬水準について客観的視点から審議を行

い、その結果を取締役会に報告しています。 

 

監査役会、経営監査本部および会計監査人ならびにこれらの相互連携 

当社は、監査役制度を採用しており、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第  

18条第１項に定める社外監査役３名（平成16年６月に１名増員）と社外監査役以外の監査役（常

勤）２名が、取締役の職務執行につき監査を実施しています。各監査役は、重要な会議への出席、

取締役等からの報告の聴取、重要な決裁書類の閲覧、子会社の調査などにより監査を実施する一

方、監査役全員で構成される監査役会は、監査の方針等を決定し、各監査役の監査状況等の報告

を受けるほか、会計監査人からは随時監査に関する報告を受けています。また、米国企業改革法

に基づき当社および当社の子会社が行う会計監査人に対する監査業務その他の業務の委託につい

て必要な承認等を行っています。なお、当社は、監査役監査を補助する専任部門を設置し、スタ

フ５名を配しています。 

当社は、内部監査部門として、公認内部監査人、米国公認会計士、情報処理システム監査技術

者などを含む45名のスタフからなる経営監査本部を設置しています。経営監査本部は、適法かつ

適正・効果的な業務執行の確保のための監査を実施し、必要に応じて、関係部門に対し改善提案

を行っています。監査結果は、執行役員社長および担当役員に報告するほか、監査役にも報告し

ており、また、会計監査人とも内部監査の在り方について定期的に議論を実施するなど、監査役

および会計監査人との相互連携をはかっています。 

 

内部統制システム 

当社は、会計処理の健全性、財務報告の信頼性を向上させるため、財務報告に関する内部統制

システムの文書化、財務情報の開示に関する手続の明確化をはかるとともに、内部会計監査の実

施などの内部統制システムの充実、強化に努めています。 

 

会計監査 

平成16年度において当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、新日本監査法人に所属する

甲良好夫、吉村貞彦および大木一也の３氏であり、甲良好夫氏については26年、吉村貞彦氏につ

いては10年、当社の財務書類について連続して会計監査業務を行っています。また、当社の会計

監査業務に関わる補助者は、公認会計士および会計士補を主たる構成員とし、その他の専門家も

加えて構成されております。 

 

社外取締役および社外監査役との関係 

当社と当社の社外取締役および社外監査役の間には、特別な利害関係はありません。 
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②情報開示体制 
 当社は、迅速かつ適切で公平な情報開示により市場から企業価値の適切な評価を得ることが重

要であると認識しています。そのため、当社は、平成13年度から四半期決算を導入したほか、執

行役員社長をはじめとする経営幹部層による四半期ごとの決算説明会の開催、定期的な経営方針

の表明、当社ホームページでの情報開示内容の充実（和文および英文による同時掲載を含みます。）、

グローバルなＩＲ活動の強化などに努めています。一方、適正な情報開示体制を確保するため、

定期的に社内部門および子会社に対し証券取引所への適時開示基準等の周知徹底を行うとともに、

社内関係部門間および子会社との間の連絡系統および連携体制を構築しており、経営監査本部お

よび監査役が適時開示に関する監査を実施する体制を整備しています。 

 

③リスク管理体制 

当社は、激しく変化する事業環境の中で、企業価値の向上をはかるためには、事業運営に伴う

リスクを適切に管理することにより、損害の発生・拡大を未然に防止するとともに、顧客、投資

家等の当社に対する信頼の維持・強化をはかることが重要であると認識しています。 

 

企業価値に影響を与える広範なリスクのうち、経営戦略に関する意思決定など経営判断に関す

るリスクについては、必要に応じて法律事務所などの外部の専門家の助言を受け、関係部門にお

いて分析・検討を行っています。重要な案件については、経営会議等で十分な審議を行った後に

取締役会で決定し、その後も状況の変化等を確認しています。品質問題、災害などの事業遂行に

関するリスクについては、対象となるリスクの類型毎に担当の執行役員の下に専門の部門を設置

し、日常的なリスク管理を実施しています。また、当社は、リスク管理体制整備の一環として、

平成16年４月に、全社横断的な重要課題を検討・推進するＣＳＲ推進委員会および全社的にＣＳ

Ｒに関する活動を推進するＣＳＲ推進本部を設置しています。 

 

企業倫理の確立およびコンプライアンスの徹底に関しては、事業環境の変化を踏まえて従来の

ＮＥＣ企業行動憲章およびＮＥＣ企業行動規範の見直しを行い、平成16年４月に当社グループの

役員および従業員に適用範囲を拡大して、新たに「ＮＥＣグループ企業行動憲章」および「ＮＥ

Ｃグループ行動規範」を制定しました。また、全社的に企業倫理・コンプライアンスを推進する

部門として、企業行動推進部を設置しています。さらに、企業倫理・法令違反等の問題に関する

従業員の相談・申告窓口を社内および社外に設けています。 

 

④役員報酬の内容 

当社が平成16年度中に取締役および監査役に支払った定額報酬の総額は、それぞれ３９９百万

円および８１百万円です。また、平成16年度中に取締役に支払った賞与の総額は、２０４百万円

です。なお、当社は、監査役に対しては、賞与を支払っていません。 

平成16年度中に取締役および監査役に支払った退職慰労金の総額は、それぞれ３２０百万円お

よび５百万円です。 
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⑤監査報酬の内容 

平成16年度において、当社および連結子会社が新日本監査法人およびアーンスト アンド ヤン

グ・グローバル・リミティドの提携法人と締結した監査契約に基づく監査証明にかかる報酬額は、

８８２百万円であり、それ以外の報酬額は、２９９百万円です。 
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経営成績および財政状態 

 

１．経営成績 

 

①当期の概況および通期の見通し  

平成 16 年度の世界経済は、原油価格の高騰による影響が懸念されましたが、設備投資の

拡大などにより、米国をはじめとする先進国において景気拡大が続き、また中国などのア

ジア諸国も引き続き高成長を維持しました。 

一方、日本経済は、前半は中国を中心としたアジア向けの輸出や設備投資が好調であっ

たことから、堅調に成長を続けましたが、後半は個人消費が伸び悩んだため、成長が鈍化

しました。 

エレクトロニクス業界の状況は、国内では薄型フラットテレビやＤＶＤレコーダなどの

デジタル家電製品の需要が拡大し、また、企業のＩＴ投資やネットワーク投資の回復を受

けてＩＴサービスも緩やかに拡大しましたが、携帯電話機は需要が一巡したことから伸び

悩みました。海外では、パーソナルコンピュータや携帯電話機を中心に概ね堅調に推移し

ました。電子デバイスは、デジタル家電製品などが好調であったことから前半は国内外と

もに需要が拡大しましたが、後半には顧客の在庫調整の影響により需要が減少しました。 

当社グループを取り巻く事業環境としては、第３世代の携帯電話機をはじめとする様々

な製品の多機能化が進展したことに伴いソフトウェア開発の需要が急増しました。システ

ム・インテグレーション分野においては、顧客の要求がますます高度化、複雑化する中で、

競争激化により価格低下が進行しました。当社グループでは、このような事業環境の急激

な変化を踏まえ、平成 16 年度を成長戦略実行の年と位置付けて、事業遂行力の強化、成長

戦略の具体化と実行および課題事業の構造改革に取り組みました。 

まず、事業遂行力の強化として、これまでハードウェアを中心に進めてきた生産革新活

動、開発プロセスの標準化、総コストダウンなどの活動をソフトウェアやシステム開発の

分野にまで拡大し、トータルプロセス改革を通じた事業基盤の強化に努めました。また、

来たるべき本格的なユビキタス社会において、当社グループが成長機会を確実に捉えるこ

とができるよう、市場対応力を強化した体制へと組織を再編しました。 

成長戦略の具体化および実行としては、ブロードバンド＆モバイル環境が進展する中で、

㈱エヌ・ティ・ティ・ドコモの i モードサービスを支える「CiRCUS
サ ー カ ス

」のバックアップセン

ターの構築など通信事業者のサービス基盤構築や企業の基幹システムの構築などを通して、

当社グループの強みを生かしたＩＴ・ネットワーク統合ソリューションの提供拡大をはか

りました。また、当社は、グループ全体のシステム構築力およびソフトウェア開発力の強

化を目的として、ＮＥＣソフト㈱およびＮＥＣシステムテクノロジー㈱を完全子会社とす

ることとし、本年２月に各社との間で株式交換契約を締結しました。さらに、当社は、ア

ビームコンサルティング㈱を子会社とし、システム・インテグレーションにおけるコンサ

ルティング力の強化やＩＴ・ネットワーク統合ソリューション事業のグローバル展開をは

かりました。携帯電話機事業においては、中国を中心とする海外展開をはかる一方、開発
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の効率化などに取り組みました。エレクトロンデバイス事業では、需要が急増しつつある

先端半導体製品向けの生産ラインを構築し、また顧客ニーズに応じた最適なソリューショ

ンを提案するための人材育成に注力しました。 

課題事業への取り組みとしては、事業の選択と集中の一環として、プラズマディスプレ

イ事業をパイオニア㈱に譲渡しました。なお、当社がＤＲＡＭ事業を移管したエルピーダ

メモリ㈱は、平成 16 年 11 月に東京証券取引所市場第一部に上場し、資本市場からの資金

調達の手段を確保しました。 

平成 16 年度の連結売上高は、４兆８,５５１億円と前期に比べ５１７億円（1.1%）減少

しました。これは、企業のＩＴ投資やネットワーク投資の回復に支えられてシステム・イ

ンテグレーション分野や固定系通信システム分野が堅調に推移し、モバイル分野では移動

通信システムが増加しましたが、携帯電話機が大幅に減少したことなどによるものです。 

次に収益面につきましては、連結営業利益は１,３１２億円で、前期に比べ５１５億円の

減少となりました。これは、システム･インテグレーション分野や固定系通信システム分野

などにおいて収益性が改善したものの、携帯電話機の売上が減少したことや開発費が増加

したことおよび半導体分野で需要が低迷したことなどによるものです。連結税引前利益は、

前期に比べ４４９億円（28.0%）減少し、１,１５７億円となりました。また、連結当期純

利益は、前期に比べ２６８億円（65.2%）増加し、６７９億円となりました。これは、持分

法適用関連会社の業績が改善したことに加え、エルピーダメモリ㈱の上場に伴い株式発行

関連利益を計上したことなどから、持分法による投資損益が改善したことによるものです。 

 

平成 17 年度については、堅調なシステム･インテグレーション分野に加えて、固定系通信シス

テム分野の売上伸長および下期を中心としたエレクトロンデバイス事業の回復により、連結売上

高では、前期比３％増の５兆円を計画しています。連結営業利益については、原価低減の加速や

固定費の増加抑制などにより、上期に１５０億円の利益、年間で１,５００億円の利益を計画して

います。連結当期純利益については、上期は１４０億円の利益で、年間では６００億円の利益を

計画しています。 

 

      （連 結） 

売上高 5 兆円 （ 前期比     ３％増  ） 

営業利益 1,500 億円 （  同    188 億円増）  

税引前利益 1,300 億円 （    同      143 億円増）  

当期純利益  600 億円 （    同       79 億円減） 

 

      （単 独） 

売上高 2 兆 4,700 億円 （ 前期比      ２％増  ） 

経常利益 300 億円 （    同      102 億円減） 

当期純利益  250 億円 （    同        ８億円増） 
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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  ２兆１,４４４億円（前期比 ２％増） 

   営業利益    １,０２３億円（ 同  １０５億円増） 

 

ＩＴソリューション事業の当期の売上高は２兆１,４４４億円で、前期比２％増加しました。 

売上高の主な分野別状況につきましては、システム･インテグレーション分野（以下「ＳＩ／サ

ービス分野」）は、底堅い官公需向けに加え、製造業などの民需向けも好調に推移したことから、

前期比１２％増加の８,２４２億円となりました。ソフトウェア分野は、前期比６％増加の 

１,０６９億円、またコンピュータ・プラットフォーム分野は、前年度に大型案件があったことお

よび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、前期比８％減少の 

４,９０７億円となりました。パーソナルソリューション分野は７,２２６億円と前期並みでした。 

営業利益は１,０２３億円で、前期に比べ１０５億円増加しました。これは、ＳＩ／サービス分

野の売上の増加に加え、プロジェクトマネジメントの強化やプロセス改革により収益性が改善し

たことなどによるものです。 

 

 

◆ネットワークソリューション事業 

   売上高  １兆８,９２０億円（前期比 ７％増） 

   営業利益      ２６５億円（ 同  ４１４億円減） 

 

ネットワークソリューション事業の当期の売上高は１兆８,９２０億円で、前期比７％増加しま

した。売上高の主な分野別状況につきましては、固定系通信システム分野（以下「ブロードバン

ド分野」）は、国内向け売上が全般に堅調に推移したことなどにより、前期比で２９％増加の 

６,１８４億円となりました。モバイル分野は、パケット通信定額制サービス導入のためのインフ

ラ構築などにより、移動通信システム（以下「モバイルインフラ」）の売上が前期を上回ったもの

の、携帯電話機（以下「モバイルターミナル」）は、昨年度特に好調であった国内向け第２世代携

帯電話機を中心に売上が前期を下回ったことから、モバイル分野全体の売上高は１兆１６７億円

で、前期比３％減少しました。社会インフラ分野は２,５６９億円で、前期比３％増加しました。 

営業利益は２６５億円で、前期に比べ４１４億円減少しました。これは、ブロードバンド分野

で売上増および事業構造改革により収益性が改善したものの、モバイルターミナルの売上が減少

したことに加えて、新技術対応などの開発費が増加したことなどによるものです。 
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◆エレクトロンデバイス事業 

   売上高    ８,６８７億円（前期比 ７％減） 

   営業利益      ３７２億円（ 同  １７１億円減） 

 

エレクトロンデバイス事業の当期の売上高は８,６８７億円で、前期比７％減少しました。これ

は、プラズマディスプレイ事業の譲渡やＤＲＡＭの受託製造事業の収束などによるものです。な

お、こうした事業構造改革の影響を除くと、ほぼ前年並みとなりました。 

エレクトロンデバイス事業の大半を占める半導体分野の売上高は、前期比２％減の 

７,０８０億円となりました。売上高が減少したのは、ＤＲＡＭの受託製造事業をエルピーダメモ

リ㈱に移管したことによるものです。システムＬＳＩ分野では、上期にデジタル家電機器向けシ

ステムＬＳＩやＬＣＤドライバＩＣの売上が、前年度から続いた世界的な半導体需要の拡大によ

り好調に推移したものの、下期は顧客の在庫調整が長期化するなど、需要低迷による影響を受け

ました。一方、自動車向け半導体は年間を通じて堅調に推移しました。ディスプレイ分野は、産

業用のカラー液晶ディスプレイ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㈱に譲渡したことにより、前期比３１％減の６８９億円となりました。電子部品その他

分野については９１８億円で、前期比１５％減少しました。 

営業利益は３７２億円で、前期に比べ１７１億円減少しました。これは、カラー液晶ディスプ

レイや電子部品その他の分野において事業構造改革などにより収益性が改善したものの、半導体

分野における需要低迷や生産ラインの構築に伴う減価償却費が増加したことなどによるものです。 
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２．財政状態 

 

当期の営業活動によるキャッシュ・フローは、１,６４６億円の収入となり、前期比では 

１,６３９億円の減少となりました。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、１,２２５億円の支出で、前期比では５３４億円の支出

増となりました。これは、当期にＮＥＣソフト㈱およびＮＥＣシステムテクノロジー㈱の株式公

開買付やアビームコンサルティング㈱への投資を実施した一方、前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 

４２０億円の収入となり、前期比では２,１７３億円の減少となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還および配当金の支払いなどにより、５０３

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４,９４３億円と前期末比２５億円減少しました。 

有利子負債については、継続的な削減施策に取り組んできた結果、前期末に比べ１４８億円減

少の１兆１,５６２億円となり、デット・エクイティ・レシオは１.４６倍（前期末比０.１９ポイ

ント改善）となりました。 

また、有利子負債残高と現金および現金同等物を相殺した有利子負債残高（ＮＥＴベース）で

は、前期末比１２３億円減少の６,６１９億円となり、デット・エクイティ・レシオは０.８３倍

（前期末比０.１２ポイント改善）となりました。 

  

 平成１４年度 平成１５年度 平成１６年度 

株主資本比率 ８.７％ １７.６％ ２０.２％ 

時価ベースの株主資本比率 １５.７％ ４０.８％ ３１.７％ 

債務償還年数 ７.６年 ４.０年 ７.１年 

ｲﾝﾀﾚｽﾄ・ｶﾊﾞﾚｯｼﾞ・ﾚｼｵ ８.２ １１.９ ８.８ 

 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。 

 

 

 

 

34



 
 

  

３．事業等のリスク 
 

当社グループが認識している事業等のリスクのうち、主要なものは以下のとおりであります。 

 

(1) 経済動向による影響 

当社グループは、国内市場に大きく依存しています。日本経済は、平成 16 年度前半は堅調に成

長を続けたものの、後半は個人消費の伸び悩みにより成長が鈍化しました。今後、日本経済の回

復が遅れ、景気が低迷することになれば、業績に大きな打撃を与える可能性があります。また、

当社グループは、海外市場にも依存しておりますが、その地域の景気動向が悪化することにより

業績が悪影響を受ける可能性があります。 

 

(2) 技術革新および顧客ニーズへの対応 

当社グループが、常に技術革新および顧客ニーズの急速な変化を的確に把握し、それに対応し

た製品・サービスを提供することができない場合、事業、業績および財務状況は著しく損なわれ

る可能性があります。また、新製品の開発過程が長期化した場合、予定よりも開発費用が高額に

なる可能性があり、製品の開発中に技術や規格が変化することにより、当社グループの製品が市

場に投入される前から陳腐化し商品性を失う可能性があります。 

 

(3) 競争の激化 

当社グループは、事業展開する多くの市場において激しい競争にさらされていますが、大規模

な多国籍企業、比較的小規模で成長中の高度に専門化した企業等によるさらなる市場参入に伴い、

製品・サービスが厳しい価格競争にさらされるリスクが増大しております。 

 

(4) 半導体事業におけるリスク 

半導体市場は、シリコンサイクルと呼ばれる循環的な市況変動が非常に大きな市場であり、製

品需要縮小、過剰在庫および販売価格の急速な下落をもたらす深刻な低迷期を繰り返してきまし

た。当社グループでは、これら市況の変動に注意を払いながら事業を遂行しておりますが、シリ

コンサイクルが下降局面を迎えた場合には、業績に悪影響を与える可能性があります。 

 

(5) 企業買収等に伴うリスク 

当社グループは、事業拡大のため企業買収、資本参加等を実施することがありますが、買収等

によって期待した利益を実現できる保証はなく、既存事業および買収等の対象事業について効率

的でバランスの取れた経営資源の活用を行うことができなかった場合は、当社グループの業務、

業績および財務状況は悪影響を受ける可能性があります。 

 

(6) 為替変動リスク 

当社グループは、為替リスクを軽減し、またこれを回避するために様々な手段を講じておりま

すが、為替相場の変動によって事業、業績および財務状況に悪影響が生じる可能性があります。

為替変動は、外貨建取引から発生する資産および負債の日本円換算額ならびに外貨建てで取引さ

れている製品・サービスの価格および売上高に影響を与える可能性があります。 
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(7) 自然災害等のリスク 

地震等の自然災害については、その影響を出来るだけ抑えるため、工場や建物における耐震対

策や定期点検を実施しておりますが、当社グループの製造拠点および設備等が壊滅的な損害を被

った場合は、操業が中断し、生産および出荷が遅延することにより売上高が低下し、さらに、製

造拠点等の修復または代替のために巨額な費用を要することとなる可能性があります。 

 

(8) 製品およびサービスの欠陥 

当社グループが提供する製品およびサービスに欠陥が生じる可能性は排除できません。製品ま

たはサービスに欠陥が生じた場合、これにより顧客に生じた損失に対する責任を追及される可能

性があります。また、欠陥問題により社会的評価が低下すれば、当社グループの製品およびサー

ビスに対する顧客の購買意欲が低減する可能性があります。いずれの場合も、事業、業績および

財務状況が悪影響を受ける可能性があります。 

 

(9) 情報管理に関するリスク 

当社グループは、事業遂行に関連して、多数の個人情報や機密情報を有しており、これらの情

報については、その管理に万全を期しておりますが、予期せぬ事態により流出する可能性は皆無

ではなく、このような事態が生じた場合、社会的信用に影響を与え、その対応のための多額の費

用負担やブランド価値の低下が業績に悪影響を与える可能性があります。 

 

(10) 法的手続 

当社グループは、特許権その他の知的財産権侵害訴訟その他の主張に基づく訴訟または法的手

続を申し立てられることがあります。 

知的財産権侵害訴訟においては、侵害の主張が正当であるか否かにかかわらず、かかる主張に

対して当社グループを防御するためには、莫大な費用および経営資源が必要となる可能性があり

ます。第三者による特許権その他の知的財産権侵害の申立てが認められ、当該技術または代替技

術についてライセンスを取得できなかった場合には、当社グループの事業は悪影響を受ける可能

性があります。 

当社、持分法適用関連会社であるエルピーダメモリ㈱の米国現地法人であるエルピーダメモリ

（ＵＳＡ）社および当社の連結子会社であるＮＥＣエレクトロニクス・アメリカ社は、現在、米

国のＤＲＡＭ業界における独占禁止法違反の可能性について米国司法省の調査を受けております。

また、エルピーダメモリ㈱、エルピーダメモリ（ＵＳＡ）社およびＮＥＣエレクトロニクス・ア

メリカ社に対し、独占禁止法違反行為による損害賠償を求める集団訴訟が複数の裁判所において

提起されております。エルピーダメモリ㈱については、欧州委員会からも同様の調査を受けてお

ります。現時点では結論はでておりませんが、司法省の調査に関し今後発生する可能性のある損

失見積額を当期に計上しております。 

また､当社は、郵政省（現日本郵政公社）が一般競争入札の方法により発注した郵便区分機類の

受注に係る独占禁止法違反事件について、東京高等裁判所において排除措置を命じる審決を取り

消す旨の判決を得ましたが、公正取引委員会がこれを不服として、現在、最高裁判所に上告受理

の申立てを行っており、また、同委員会との間で課徴金の納付に係る審判手続を進めております。

当社グループが当事者となっているかまたは今後当事者となる可能性のある訴訟および法的手続

の結果を予測することは困難でありますが、かかる手続において当社グループにとって不利な結

果が生じた場合、当社グループの事業、業績または財務状況が重大な悪影響を受ける可能性があ

ります。 
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(11) 法的規制 

当社グループは、事業を展開する多くの国および地域において、予想外の規制の変更、法令の

適用および行政の運用の不透明性ならびに法的責任の不透明性に関連する多様なリスクにさらさ

れております。当社グループが事業を展開する国および地域における規制または法令の重要な変

更は、当社グループの事業、業績および財務状況に悪影響を与える可能性があります。 

 

 

 ※ 当連結決算概要で使用している「連結営業利益」および「連結営業損益」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。 

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