
 
 

 

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 17 年度の配当につきましては、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。 

 

 



 
 

 

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 

 



 
 

 

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。 

 

 

 



 
 

 

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、

取締役の任期を１年としています。 

 

 

 



 
 

 

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

子会社から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

者などを含む約40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、関係部門に対し改善提言を行っていま

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17年度中間期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

属する吉村貞彦および大木一也の２氏であり、吉村貞彦氏については11年（注）、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18名、会計士補８名、その他９名から構成されています。 

（注）吉村貞彦氏の監査年数には、公認会計士法改正前の監査年数が含まれています。 

 

 

 

 



 
 

 

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。 

 

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年度から四半期開示を導入したほか、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、

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ＣＳＲ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。 

 



 
 

 

経営成績および財政状態 

 

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、原油価格の高騰や輸出の伸びが鈍化する等、外部環境

が厳しさを増す中で、民間需要を中心に緩やかな拡大基調を続けました。 

特に、企業業績の改善を背景に、企業部門では設備投資の増加が続き、家計部門では所

得環境や雇用環境の改善によって個人消費が緩やかに増加しました。 

また、景気の先行きに対する期待から、株式市場は約４年ぶりの高値を付ける等、概ね

上昇基調を続けました。 

 

エレクトロニクス業界においては、企業業績の改善を背景に、企業向けのコンピュータ関

連やＳＩサービス関連の市場は底堅く推移しました。 

一方、携帯電話機市場は、買換え需要鈍化で低調に推移しました。また、半導体市場は、

携帯電話機向け製品の需要鈍化やデジタル家電向け製品の価格下落によって低調に推移し

ました。 

 

このような事業環境のもと、当中間期の連結売上高は、２兆２,３３０億円と前年同期に

比べ７０１億円の減収（前年同期比３％減）となりました。これは、システム・インテグ

レーションや移動通信システムが堅調に推移しましたが、携帯電話機および半導体の売上

高が大幅に減少したことなどによるものです。 

営業利益は、１３０億円と前年同期に比べ４６４億円減少しました。これは、売上高の

減少に加え、販売費および一般管理費が増加したことなどによるものです。 

税引前利益は、２８５億円と前年同期に比べ４３４億円減少しました。これは、関係会

社株式売却益の増加や社債償還に伴う支払利息の減少などにより営業外損益が改善したも

のの、営業利益が減少したことによるものです。その結果、当期純利益は、前年同期に比

べ８８億円減少し、１６４億円となりました。 

 

平成 17 年度については、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

引き続き堅調に推移し、固定系通信システム分野（以下「ブロードバンド分野」）および移動通信

システム分野は売上伸長が見込まれておりますが、携帯電話機市場の需要鈍化ならびにエレクト

ロンデバイス事業の主要マーケットである国内デジタル家電および携帯電話機市場が既に底を脱

したと推測されるものの、当初想定したより緩やかな回復にとどまっていること、ならびに厳し

い価格競争が継続すると思われることから、連結売上高では、本年４月の公表値を下回る見通し

です。 

また、連結営業利益についても、半導体の売上高の減少の影響により本年４月の公表値を下回

る見通しです。 



 
 

 

この影響により連結税引前利益も本年４月の公表値を下回る見込みです。 

連結当期純利益については、連結営業利益の減益の影響があるものの法人税を保守的に見込ん

でいたことならびに、関係会社株式売却に伴い過去に計上した繰延税金資産に係る評価引当金を

取り崩したこと等により本年４月の公表通りの見込みです。 

 

      （連 結） 

売上高 4 兆 9,300 億円 （４月公表比   ▲700 億円減） 

営業利益 1,000 億円 （  同     ▲500 億円減）  

税引前利益 900 億円 （    同       ▲400 億円減）  

当期純利益  600 億円 （    同         －    ） 

 

      （単 独） 

売上高 2 兆 4,000 億円 （４月公表比  ▲700 億円減） 

経常利益  400 億円 （    同       100 億円増） 

当期純利益 550 億円 （    同       300 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  ９,９０１億円（前年同期比 ３％増） 

営業利益   ２６４億円（    同     ７９億円減） 

 

 ＩＴソリューション事業の当中間期の売上高は、国内ＩＴ投資の回復基調を受けてＳＩ／サー

ビス分野やパーソナルソリューション分野が堅調に推移したことにより、前年同期に比べ３％増

加の９,９０１億円となりました。 

 

売上高の主な分野別状況につきましては、ＳＩ／サービス分野が前年同期比５％増加の   

３,６８４億円となりました。コンピュータ・プラットフォーム分野は、サーバの販売台数の伸長

により前年同期比１％増加の２,２３５億円、またパーソナルソリューション分野は、パーソナル

コンピュータの販売台数の伸長により前年同期と比べ３％増加の３,５０５億円となりました。一

方、ソフトウェア分野は前年同期比２％減少の４７７億円となりました。 

 

損益面では、企業のＩＴ投資は緩やかな拡大基調にあるものの、厳しい価格低下圧力は継続し

ており、営業利益は前年同期比７９億円減少の２６４億円となりました。 

 

 

 



 
 

 

◆ネットワークソリューション事業 

   売上高  ８,１１３億円（前年同期比 １０％減） 

   営業利益   １３７億円（    同     ４５億円減） 

 

 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１０％減少の８,１１３

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、国内通信事業者向けが堅調

に推移したことにより、前年同期並みの２,８６２億円となりました。モバイル分野では、国内外

で新サービスやネットワーク拡充のためのインフラ構築投資が好調であったことによりモバイル

インフラの売上高が前年同期を上回りましたが、モバイルターミナルでは国内外ともに競争激化

により前年同期を大幅に下回ったことから、モバイル分野全体の売上高は前年同期比１６％減少

の４,１８０億円となりました。 

 

 損益面では、モバイルターミナルを中心とした売上減少に対し、コスト削減などによる収益性

改善を行ったものの、一部顧客の民事再生法申請による売上債権等の未回収／遅延リスクに対す

る引当金を計上したことにより、ネットワークソリューション事業全体の営業利益は前年同期比 

４５億円減少の１３７億円となりました。 

 

 

◆エレクトロンデバイス事業 

売上高  ３,９２７億円（前年同期比 １５％減） 

営業損益   △９７億円（    同     ４３４億円減） 

 

 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１５％減少の３,９２７億円

となりました。これは、主に中核事業である半導体分野の売上高が大幅に減少したことによるも

のです。 

 

 売上高の主な分野別状況につきましては、半導体分野は、前年同期に比べ１７％減少の    

３,１２９億円となりました。これは、国内の高機能携帯電話機向け半導体の需要が低迷したこと

に加えて、様々な製品に用いられるマイクロコントローラやディスクリート製品も世界的に需要

低迷が続いたことによるものです。ディスプレイ分野は、前年同期に比べ１５％減少の３３０億

円となりました。これは、前年同期にプラズマディスプレイ事業を譲渡したことによるものです。

電子部品その他分野は、第１四半期は需要が弱含みに推移したものの、第２四半期は市況のゆる

やかな回復があり、前年同期比２％増加の４６８億円となりました。 

 

 営業損益は前年同期に比べ４３４億円減少の９７億円の損失となりました。これは、半導体分



 
 

 

野において、生産性改善や費用効率化などの施策を実施したものの、売上高の減少に伴う利益減

を補うことができなかったことによるものです。 

 

 
③重要な後発事象 

当社および関西日本電気株式会社（以下「ＮＥＣ関西」）は、平成 17 年８月 25 日付でキヤノン

株式会社との間で締結したＮＥＣマシナリー株式会社の株式の公開買付契約に基づき、当社およ

びＮＥＣ関西が保有する同社の全株式を平成 17 年 10 月 12 日に売却しました。 

公開買付けならびにＮＥＣマシナリー株式会社の概要は、以下のとおりです。 

 

（公開買付けの概要） 

 ＮＥＣ ＮＥＣ関西 

売 却 株 数 3,120,000 株 1,120,000 株 

売  却  額 3,781 百万円 1,357 百万円 

   

（ＮＥＣマシナリー株式会社の概要） 

 ・商号      ＮＥＣマシナリー株式会社 

 ・主な事業内容  半導体製造装置のうち後工程及びＦＡ装置等の開発・製造・販売 

 

 

２．財政状態 

 

当中間期の営業活動によるキャッシュ・フローは３７３億円の収入となり、前年同期比で   

５５３億円の改善となりました。これは、たな卸資産効率化により資材購入が減少したことから

支払手形および買掛金の支払額が前年同期に比べ減少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２９２億円の支出となり、前年同期比で７８億円の悪化

となりました。これは、有価証券の売却による収入が前年同期に比べ減少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８１億円の収入となり、前年同期比で４７５億円の改善

となりました。 

 

財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還などにより、９２８億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４,１３８億円となり、前期末に比べ８０５億円の減少と

なりました。 



 
 

 

有利子負債残高は、前年同期末に比べ１,２２２億円減少の１兆５３３億円となり、デット・エ

クイティ・レシオは１.１９倍（前年同期末比０.４３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、

前年同期末に比べ６７１億円減少の６,３９５億円となり、デット・エクイティ・レシオ（ＮＥＴ

ベース）は０.７２倍（前年同期末比０.２５ポイント改善）となりました。 

 

 

 

 ※ 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。 

 

 

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

＜将来予想に関する注意＞ 

本資料には当社および連結子会社（以下ＮＥＣと総称します。）の戦略、財務目標、技術、製品、

サービス、業績等に関する将来予想に関する記述が含まれています。将来予想は、ＮＥＣが証券

取引所や米国証券取引委員会等の規制当局に提出する他の資料および株主向けの報告書その他の

通知に記載されている場合があります。ＮＥＣは、そのような開示を行う場合、将来予想に関す

るセーフハーバー（safe-harbor）規則を定めている 1995 年米国民事証券訴訟改革法（Private 
Securities Litigation Reform Act of 1995）その他の適用法令に準拠しています。これらの記述は、
現在入手可能な仮定やデータ、方法に基づいていますが、そうした仮定やデータ、方法は必ずし

も正しいとは限らず、ＮＥＣは予想された結果を実現できない場合があります。また、これら将

来予想に関する記述は、あくまでＮＥＣの分析や予想を記述したものであって、将来の業績を保

証するものではありません。このため、これらの記述を過度に信頼することは控えるようお願い

します。また、これらの記述はリスクや不確定な要因を含んでおり、様々な要因により実際の結

果とは大きく異なりうることをあらかじめご承知願います。実際の結果に影響を与える要因には、

(1)ＮＥＣの事業領域を取り巻く国際経済・経済全般の情勢、(2)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、(3)激しい競争にさらされた市場におい

てＮＥＣが引き続き顧客に受け入れられる製品、サービスを提供し続けていくことができる能力、

(4)ＮＥＣが中国等の海外市場において事業を拡大していく能力、(5)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、(6)市場環境の変化に応じてＮＥＣが経営構造を改革

し、事業経営を適応させていく能力、(7)為替レート（特に米ドルと円との為替レート）の変動等

があります。将来予想に関する記述は、あくまでも公表日現在における予想です。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、新たな情報、将来の事象その他にかかわらず、ＮＥＣがこれら将来予想に関する記述を見直

すとは限りません。 

 

本資料に含まれる経営目標は、予測や将来の業績に関する経営陣の現在の推定を表すものではな

く、ＮＥＣが事業戦略を遂行することにより経営陣が達成しようと努める目標を表すものです。 

 

本資料に含まれる記述は、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必要となる場合は、証券の登録を行う場合または登録の免除を受ける

場合を除き、証券の募集または売出しを行うことはできません。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をもって公募を行うことになり

ます。 

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

 




