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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第183期

第2四半期連結
累計期間

第184期
第2四半期連結

累計期間
第183期

会計期間
自　2020年4月 1日
至　2020年9月30日

自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日

自　2020年4月 1日
至　2021年3月31日

売上収益
（百万円）

1,315,030 1,382,805 2,994,023

（第２四半期連結会計期間） (727,301) (730,864)  

税引前四半期（当期）損益 （百万円） 19,363 25,758 157,831

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）損益 （百万円）
11,008 13,342 149,606

（第２四半期連結会計期間） (16,010) (13,116)  

親会社の所有者に帰属する

四半期（当期）包括利益
（百万円） 29,302 19,982 356,343

親会社の所有者に帰属する持分 （百万円） 993,194 1,314,177 1,308,151

総資産額 （百万円） 3,025,927 3,515,669 3,668,564

基本的1株当たり

四半期（当期）損益 （円）
41.53 48.97 557.18

（第２四半期連結会計期間） (59.47) (48.15)  

希薄化後1株当たり

四半期（当期）損益
（円） 41.53 48.97 557.18

親会社所有者帰属持分比率 （％） 32.8 37.4 35.7

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 63,930 20,649 274,907

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △34,195 △19,545 △122,491

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △14,291 △41,793 1,394

現金及び現金同等物の

四半期末（期末）残高
（百万円） 371,409 483,418 523,345

（注）１ 当社は、要約四半期連結財務諸表を作成しているため、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載

していません。

２ 上記指標は、国際財務報告基準（以下「IFRS」という。）により作成された要約四半期連結財務諸表および

連結財務諸表に基づいています。
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２【事業の内容】

　当第2四半期連結累計期間において、当社および連結子会社を中心とする関係会社で構成される

ＮＥＣグループが営む事業の内容について、重要な変更はありません。また、主要な関係会社にお

ける異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第2四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて、重要な変更はありませ

ん。

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

 

※「調整後営業損益」は、営業損益から、買収により認識した無形資産の償却費およびM&A関連費

用（ファイナンシャルアドバイザリー費用等）を控除し、買収会社の全社への貢献を明確化した、

本源的な事業の業績を測る利益指標です。また、「親会社の所有者に帰属する調整後四半期損益」

は、四半期損益から営業損益に係る調整項目およびこれらに係る税金相当・非支配持分相当を控除

した、親会社所有者に帰属する本源的な事業の業績を測る利益指標です。
 

(1）財政状態および経営成績の状況

　当第2四半期連結累計期間の世界経済は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)（以下「新型コ

ロナウイルス感染症」という。）による需給両面の影響等から、緩やかな改善となりました。ま

た、日本経済は、度重なる緊急事態宣言の発令や期間延長の影響等もあり、非常に緩やかな改善に

留まりました。

　このような事業環境のもと、当第2四半期連結累計期間の売上収益は、1兆3,828億円と前年同期

に比べ678億円（5.2%）増加しました。これは、エンタープライズ事業やグローバル事業を中心

に、増収となったことによるものです。

　収益面につきましては、営業損益は、前年同期に比べ32億円改善し、232億円の利益となりまし

た。これは、売上収益が増加したことなどによるものです。また、調整後営業損益は、前年同期に

比べ131億円改善し、421億円の利益となりました。

　税引前四半期損益は、営業損益が改善したことなどにより、前年同期に比べ64億円改善し、258

億円の利益となりました。

　親会社の所有者に帰属する四半期損益は、税引前四半期損益が改善したことなどにより、前年同

期に比べ23億円改善し、133億円の利益となりました。また、親会社の所有者に帰属する調整後四

半期損益は、前年同期に比べ95億円改善し、261億円の利益となりました。
 

　セグメント別の業績は以下のとおりです。なお、セグメント別の売上収益については、外部顧客

への売上収益を記載しています。

 

ａ．社会公共事業
 

　社会公共事業の売上収益は、公共向けや地域産業向けが減少したことなどにより、前年同期に

比べ53億円（3.0%）減少し、1,718億円となりました。

　調整後営業損益は、営業関連費用の増加などにより、前年同期に比べ7億円悪化し、40億円の

利益となりました。

 

ｂ．社会基盤事業
 

　社会基盤事業の売上収益は、メディア向けが減少したものの、連結子会社の売上が増加したこ

となどにより、前年同期に比べ92億円（3.3%）増加し、2,908億円となりました。

　調整後営業損益は、売上が増加したことなどにより、前年同期に比べ38億円改善し、204億円

の利益となりました。
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ｃ．エンタープライズ事業
 

　エンタープライズ事業の売上収益は、製造業向け、流通・サービス業向け、金融業向けいずれ

も増加したことなどにより、前年同期に比べ441億円（18.5%）増加し、2,822億円となりまし

た。

　調整後営業損益は、売上が増加したことなどにより、前年同期に比べ42億円改善し、222億円

の利益となりました。

 

ｄ．ネットワークサービス事業
 

　ネットワークサービス事業の売上収益は、連結子会社の売上が減少したものの、5G事業の拡大

などにより、前年同期並みの2,255億円となりました。

　調整後営業損益は、5G関連の投資費用が増加したものの、収益性の改善などにより、前年同期

に比べ22億円改善し、84億円の利益となりました。

 

ｅ．グローバル事業
 

　グローバル事業の売上収益は、デジタル・ガバメントおよびデジタル・ファイナンスの増加に

加え、サービスプロバイダ向けが増加したことなどにより、前年同期に比べ159億円（7.3%）増

加し、2,352億円となりました。

　調整後営業損益は、デジタル・ガバメントおよびデジタル・ファイナンス、サービスプロバイ

ダ向け、ワイヤレスの収益性の改善に加え、ディスプレイ事業を展開する子会社の非連結化など

により、前年同期に比べ158億円改善し、124億円の利益となりました。

 

ｆ．その他
 

　その他の売上収益は、前年同期に比べ38億円（2.2%）増加し、1,773億円となりました。

　調整後営業損益は、前年同期に比べ95億円悪化し、23億円の損失となりました。

 

 

　財政状態につきましては、当第2四半期連結会計期間末の総資産は、3兆5,157億円と前年度末に

比べ1,529億円減少しました。流動資産は、棚卸資産の増加があったものの、売上債権の回収など

により、前年度末に比べ1,287億円減少し、1兆7,322億円となりました。非流動資産は、前年度末

に比べ242億円減少し、1兆7,835億円となりました。
 

　負債は、1兆9,446億円と前年度末に比べ1,622億円減少しました。これは、主に資材費の支払等

による営業債務及びその他の債務の減少や前受金の減少等による契約負債の減少などによるもので

す。有利子負債残高は、前年度末に比べ13億円減少の7,016億円となり、デット・エクイティ・レ

シオは0.53倍（前年度末比0.01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及び

現金同等物の残高を控除した有利子負債残高（NETベース）は、前年度末に比べ386億円増加の

2,182億円となり、デット・エクイティ・レシオ（NETベース）は、0.17倍（前年度末比0.03ポイン

ト悪化）となりました。
 

　資本は、配当金の支払があったものの、四半期利益の計上、在外営業活動体の換算差額の増加に

伴うその他の資本の構成要素の増加などにより、前年度末に比べ93億円増加し、1兆5,711億円とな

りました。
 

　この結果、親会社の所有者に帰属する持分は1兆3,142億円となり、親会社所有者帰属持分比率は

37.4%（前年度末比1.7ポイント改善）となりました。
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(2）キャッシュ・フローの状況

　当第2四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、206億円の収入で、税引前四

半期損益が改善したものの、運転資本の改善額が減少したことなどにより、前年同期に比べ433億

円の悪化となりました。
 

　投資活動によるキャッシュ・フローは、195億円の支出で、有形固定資産の売却による収入など

により147億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、11億円の収入となり、前年同期に比べ286億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、短期借入による収入があったものの、リース負債の返済

や配当金の支払による支出などにより、418億円の支出となりました。

　上記の結果、現金及び現金同等物は、4,834億円となり、前年度末に比べ399億円減少しました。
 

(3）経営方針・経営戦略等

　当第2四半期連結累計期間において、ＮＥＣグループが定めた経営方針・経営戦略等について重

要な変更はありません。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第2四半期連結累計期間において、ＮＥＣグループが対処すべき課題について重要な変更はあ

りません。

 

(5）研究開発活動

　当第2四半期連結累計期間におけるＮＥＣグループの研究開発活動の状況に重要な変更はありま

せん。

　当第2四半期連結累計期間におけるＮＥＣグループの主な研究開発活動の成果は、次のとおりで

す。

 

・「ヘルスケア・ライフサイエンス事業」を通じた新たな価値の提供の一つとして、顔認証技術を

応用した内視鏡画像解析によって、内視鏡検査による発見が困難なバレット食道腫瘍（食道がん

に代表される食道内腫瘍）を、既存の内視鏡に接続するだけで検知することができるAI技術を開

発（社会公共事業）

 

・人と協調して高度な判断を支援するAIの実現を目指す活動の一環として、複雑な意思決定を行う

際の脳活動の分析から得られる知見を応用し、データの取得と分析を同時に行うことで、高い精

度を維持しながら顔認証やサイバー攻撃の検知・分析の処理スピードを最大20倍高速化すること

が期待できるAI技術を開発（グローバル事業）

 

・量子コンピューティング技術に関する当社取り組みの一環として、当社独自開発のアルゴリズム

を組み込んだソフトウェアをベクトル型スーパーコンピュータ上で動作させることで、製造業で

の複雑な生産計画立案業務の最適化など、様々な「組合せ最適化問題」における最適解の高速導

出という量子アニーリングが得意とする処理をシミュレーテッドアニーリング方式により実現す

るクラウド型サービスを実用化し、2021年11月から提供開始予定（その他）

 

・顔や虹彩など複数の要素を組み合わせることで、マスクや帽子着用時でも高精度を実現するマル

チモーダル生体認証のさらなる強化に取り組む中、世界的権威のある米国国立標準技術研究所

（NIST）実施の虹彩認証技術および顔認証技術におけるベンチマークテスト（認証端末上の情報

とデータベース上の複数人の情報を照合して本人認証する方式のテスト）において、それぞれ世

界第1位を獲得（グローバル事業）

（注）虹彩認証技術においては2021年9月2日、顔認証技術においては2021年8月23日時点での順位

です。
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　当第2四半期連結累計期間におけるＮＥＣグループ全体の研究開発費は、58,602百万円であり、

セグメントごとの内訳は、次のとおりです。

 

社会公共事業　　　　　　　　　　　　　　     5,161百万円

社会基盤事業　　　　　　　　　　　　　　     5,080百万円

エンタープライズ事業　　　　　　　　　　     7,664百万円

ネットワークサービス事業　　　　　　　　    19,120百万円

グローバル事業　　　　　　　　　　　　　     9,330百万円

その他　　　　　　　　　　　　　　　　　    12,247百万円
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３【経営上の重要な契約等】

　当第2四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定、締結等はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

(1)【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 750,000,000

計 750,000,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第2四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2021年9月30日)

提出日現在発行数(株)
(2021年10月29日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 272,849,863 272,849,863
東京証券取引所
市場第一部

単元株式数は100株

計 272,849,863 272,849,863 ― ―

 

 

(2)【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

　該当事項はありません。
 

②【その他の新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。
 

(3)【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

(4)【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
(千株)

発行済株式
総数残高
(千株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額

(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2021年7月1日～

2021年9月30日
― 272,849 ― 427,831 ― 89,892

（注） 千株未満を切り捨てしています。
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(5)【大株主の状況】

  2021年9月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（千株）

発行済株式（自己
株式を除く。）の
総数に対する所有
株式数の割合
（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式

会社（信託口）
東京都港区浜松町二丁目11番3号 38,352 14.06

株式会社日本カストディ銀行（信託

口）
東京都中央区晴海一丁目8番12号 16,632 6.10

日本電信電話株式会社 東京都千代田区大手町一丁目5番1号 13,023 4.77

住友生命保険相互会社 東京都中央区築地七丁目18番24号 5,600 2.05

STATE STREET BANK WEST CLIENT -

TREATY 505234

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

1776 HERITAGE DRIVE, NORTH QUINCY,

MA 02171, U.S.A.

（東京都港区港南二丁目15番1号品川イ

ンターシティA棟）

5,401 1.98

株式会社日本カストディ銀行（信託

口7）
東京都中央区晴海一丁目8番12号 5,183 1.90

ＮＥＣ従業員持株会 東京都港区芝五丁目7番1号 4,135 1.52

株式会社日本カストディ銀行（信託

口4）
東京都中央区晴海一丁目8番12号 3,701 1.36

GOVERNMENT OF NORWAY

（常任代理人　シティバンク、エ

ヌ・エイ東京支店ダイレクト・カス

トディ・クリアリング業務部）

BANKPLASSEN 2, 0107 OSLO 1 OSLO 0107

NO

（東京都新宿区新宿六丁目27番30号）

3,684 1.35

JP MORGAN CHASE BANK 385781

（常任代理人　株式会社みずほ銀行

決済営業部）

25 BANK STREET, CANARY WHARF,

LONDON, E14 5JP, UNITED KINGDOM

（東京都港区港南二丁目15番1号品川イ

ンターシティA棟）

3,421 1.25

計 － 99,135 36.33

　（注）１　「日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）」、「株式会社日本カストディ銀行（信託口）」、

「株式会社日本カストディ銀行（信託口7）」および「株式会社日本カストディ銀行（信託口4）」の所有株

式は、当該各社の信託業務にかかる株式です。

２　千株未満を切り捨てしています。

３　2021年6月4日付で公衆の縦覧に供されている変更報告書（大量保有報告書の変更報告書）において、ブラッ

クロック・ジャパン株式会社およびその共同保有者が2021年5月31日現在、下記のとおり当社株式を保有し

ている旨が記載されているものの、当社として実質所有株式数の確認ができていないため、上記表には含め

ていません。

大量保有者名
所有者株式数

（千株）

株式保有割合

（％）

ブラックロック・ジャパン株式会社 3,570 1.31

ブラックロック（ネザーランド）BV 821 0.30

ブラックロック・ファンド・マネジャーズ・リミテッド 594 0.22

ブラックロック・ライフ・リミテッド 317 0.12

ブラックロック・アセット・マネジメント・アイルラン

ド・リミテッド
1,996 0.73

ブラックロック・ファンド・アドバイザーズ 5,215 1.91

ブラックロック・インスティテューショナル・トラスト・

カンパニー、エヌ．エイ．
4,419 1.62
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大量保有者名
所有者株式数

（千株）

株式保有割合

（％）

ブラックロック・インベストメント・マネジメント（ユー

ケー）リミテッド
551 0.20

計 17,486 6.41

 

 

(6)【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年9月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式(自己株式等)  － － －

議決権制限株式(その他)  － － －

完全議決権株式(自己株式等)

（自己保有株式）

－ 単元株式数は100株
普通株式 12,900

（相互保有株式）
普通株式 3,200

完全議決権株式(その他) 普通株式 272,184,000 2,721,840 同上

単元未満株式 普通株式 649,763 － －

発行済株式総数  272,849,863 － 単元株式数は100株

総株主の議決権  － 2,721,840 －

(注) １　「完全議決権株式(その他)」の欄には、㈱証券保管振替機構名義の株式3,100株(議決権31個)が含まれていま

す。

２　単元未満株式のうち自己保有株式の明細は次のとおりです。

所有者の名称  所有株式数（株）

日本電気㈱  97

 

②【自己株式等】

    2021年9月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

日本電気㈱ 東京都港区芝五丁目7番1号 12,900 - 12,900 0.00

テクノ・マインド㈱
宮城県仙台市宮城野区榴岡
一丁目6番11号

2,000 - 2,000 0.00

三和エレクトロニクス㈱
神奈川県川崎市中原区新丸
子東二丁目977番地

1,200 - 1,200 0.00

計 ― 16,100 - 16,100 0.01
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２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当第2四半期累計期間において、役員の異動はありませ

ん。
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第４【経理の状況】

１．要約四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の要約四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規

則」（平成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）第1条の2に掲げる

「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たすことから、同第93条の規定により、国際会計基準第

34号「期中財務報告」（以下「IAS第34号」という。）に準拠して作成しています。

 

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期連結会計期間（2021年7月1

日から2021年9月30日まで）および第2四半期連結累計期間（2021年4月1日から2021年9月30日まで）

に係る要約四半期連結財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けて

います。
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１【要約四半期連結財務諸表】

(1)【要約四半期連結財政状態計算書】

    （単位：百万円）

 注記
前連結会計年度

（2021年3月31日）
 

当第2四半期
連結会計期間

（2021年9月30日）

資産     

流動資産     

現金及び現金同等物 12 523,345  483,418

営業債権及びその他の債権 12 740,448  505,243

契約資産  270,322  322,702

棚卸資産  185,548  255,677

その他の金融資産 12 9,573  8,926

その他の流動資産  131,596  143,944

小計  1,860,832  1,719,910

売却目的で保有する資産 6 －  12,248

流動資産合計  1,860,832  1,732,158

非流動資産     

有形固定資産（純額）  553,171  542,050

のれん  300,530  304,901

無形資産（純額）  368,858  357,328

持分法で会計処理されている投資  73,316  74,485

その他の金融資産 12 210,427  205,066

繰延税金資産  133,881  130,477

その他の非流動資産  167,549  169,204

非流動資産合計  1,807,732  1,783,511

資産合計  3,668,564  3,515,669
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    （単位：百万円）

 注記
前連結会計年度

（2021年3月31日）
 

当第2四半期
連結会計期間

（2021年9月30日）

負債及び資本     

負債     

流動負債     

営業債務及びその他の債務 12 467,638  393,942

契約負債  250,011  231,169

社債及び借入金 12 51,510  279,690

未払費用 12 215,965  207,451

リース負債  47,480  48,192

その他の金融負債 12 19,670  17,669

未払法人所得税等  28,147  10,934

引当金  55,381  54,416

その他の流動負債  61,721  33,900

小計  1,197,523  1,277,363

売却目的で保有する資産に直接関連する負債 6 －  3,052

流動負債合計  1,197,523  1,280,415

非流動負債     

社債及び借入金 12 488,739  265,304

リース負債  115,127  108,388

その他の金融負債 12 34,974  26,690

退職給付に係る負債  191,907  189,808

引当金  20,421  18,734

その他の非流動負債  58,047  55,222

非流動負債合計  909,215  664,146

負債合計  2,106,738  1,944,561

資本     

資本金  427,831  427,831

資本剰余金  168,965  168,965

利益剰余金  564,660  564,360

自己株式  △1,578  △1,892

その他の資本の構成要素 7 148,273  154,913

親会社の所有者に帰属する持分合計  1,308,151  1,314,177

非支配持分  253,675  256,931

資本合計  1,561,826  1,571,108

負債及び資本合計  3,668,564  3,515,669
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(2)【要約四半期連結損益計算書及び要約四半期連結包括利益計算書】

【要約四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結累計期間

(自　2020年4月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結累計期間

(自　2021年4月 1日
　至　2021年9月30日)

売上収益 9 1,315,030  1,382,805

売上原価  960,314  997,779

売上総利益  354,716  385,026

     

販売費及び一般管理費  346,252  368,943

その他の損益（△は損失）  11,509  7,122

営業利益  19,973  23,205

     

金融収益 10 3,057  5,499

金融費用 10 5,182  6,258

持分法による投資利益  1,515  3,312

税引前四半期利益  19,363  25,758

     

法人所得税費用  6,049  7,254

四半期利益  13,314  18,504

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  11,008  13,342

非支配持分  2,306  5,162

四半期利益  13,314  18,504

     

親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益（円） 11 41.53  48.97

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 11 41.53  48.97
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結累計期間】

    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結累計期間

(自　2020年4月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結累計期間

(自　2021年4月 1日
　至　2021年9月30日)

四半期利益  13,314  18,504

     

その他の包括利益（税引後）     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品
 16,255  2,374

確定給付制度の再測定  △2,122  －

持分法によるその他の包括利益  186  △7

純損益に振り替えられることのない項目合計  14,319  2,367

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  4,984  5,337

キャッシュ・フロー・ヘッジ  417  231

持分法によるその他の包括利益  39  207

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  5,440  5,775

税引後その他の包括利益  19,759  8,142

四半期包括利益  33,073  26,646

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  29,302  19,982

非支配持分  3,771  6,664

四半期包括利益  33,073  26,646
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【要約四半期連結損益計算書】

【第2四半期連結会計期間】

    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結会計期間

(自　2020年7月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結会計期間

(自　2021年7月 1日
　至　2021年9月30日)

売上収益  727,301  730,864

売上原価  522,503  519,060

売上総利益  204,798  211,804

     

販売費及び一般管理費  176,462  188,276

その他の損益（△は損失）  1,911  △1,456

営業利益  30,247  22,072

     

金融収益  448  2,491

金融費用  2,779  3,290

持分法による投資利益  1,063  1,541

税引前四半期利益  28,979  22,814

     

法人所得税費用  9,285  5,747

四半期利益  19,694  17,067

     

四半期利益の帰属     

親会社の所有者  16,010  13,116

非支配持分  3,684  3,951

四半期利益  19,694  17,067

     

親会社の所有者に帰属する1株当たり四半期利益     

基本的１株当たり四半期利益（円） 11 59.47  48.15

希薄化後１株当たり四半期利益（円） 11 59.47  48.15
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【要約四半期連結包括利益計算書】

【第2四半期連結会計期間】

    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結会計期間

(自　2020年7月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結会計期間

(自　2021年7月 1日
　至　2021年9月30日)

四半期利益  19,694  17,067

     

その他の包括利益（税引後）     

純損益に振り替えられることのない項目     

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品
 929  2,871

確定給付制度の再測定  △2,122  －

持分法によるその他の包括利益  △120  △8

純損益に振り替えられることのない項目合計  △1,313  2,863

     

純損益に振り替えられる可能性のある項目     

在外営業活動体の換算差額  2,100  △2,078

キャッシュ・フロー・ヘッジ  450  △184

持分法によるその他の包括利益  2  108

純損益に振り替えられる可能性のある項目合計  2,552  △2,154

税引後その他の包括利益  1,239  709

四半期包括利益  20,933  17,776

     

四半期包括利益の帰属     

親会社の所有者  16,645  13,968

非支配持分  4,288  3,808

四半期包括利益  20,933  17,776
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(3)【要約四半期連結持分変動計算書】

前第2四半期連結累計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

              （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分  

非支配
持分

 

資本合計
 注記 資本金  

資本
剰余金

 
利益
剰余金

 自己株式  
その他の
資本の
構成要素

 合計   

2020年4月 1日残高  397,199  139,735  436,361  △4,157  △58,464  910,674  203,849  1,114,523

四半期利益  －  －  11,008  －  －  11,008  2,306  13,314

その他の包括利益  －  －  －  －  18,294  18,294  1,465  19,759

四半期包括利益  －  －  11,008  －  18,294  29,302  3,771  33,073

新株の発行  30,632  30,374  －  －  －  61,006  －  61,006

自己株式の取得  －  －  －  △610  －  △610  －  △610

自己株式の処分  －  20  －  3,205  －  3,225  －  3,225

配当金 8 －  －  △10,393  －  －  △10,393  △3,532  △13,925

子会社に対する

所有者持分の変動
 －  △9  －  －  －  △9  △398  △407

所有者との取引額合計  30,632  30,385  △10,393  2,595  －  53,219  △3,930  49,289

2020年9月30日残高  427,831  170,119  436,976  △1,562  △40,170  993,194  203,690  1,196,884

 

 

当第2四半期連結累計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）

              （単位：百万円）

  親会社の所有者に帰属する持分  

非支配
持分

 

資本合計
 注記 資本金  

資本
剰余金

 
利益
剰余金

 自己株式  
その他の
資本の
構成要素

 合計   

2021年4月 1日残高  427,831  168,965  564,660  △1,578  148,273  1,308,151  253,675  1,561,826

四半期利益  －  －  13,342  －  －  13,342  5,162  18,504

その他の包括利益  －  －  －  －  6,640  6,640  1,502  8,142

四半期包括利益  －  －  13,342  －  6,640  19,982  6,664  26,646

自己株式の取得  －  －  －  △551  －  △551  －  △551

自己株式の処分  －  0  －  237  －  237  －  237

配当金 8 －  －  △13,642  －  －  △13,642  △3,476  △17,118

子会社に対する

所有者持分の変動
 －  0  －  －  －  0  68  68

所有者との取引額合計  －  0  △13,642  △314  －  △13,956  △3,408  △17,364

2021年9月30日残高  427,831  168,965  564,360  △1,892  154,913  1,314,177  256,931  1,571,108
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(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結累計期間

(自　2020年4月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結累計期間

(自　2021年4月 1日
　至　2021年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期利益  19,363  25,758

減価償却費及び償却費  80,946  90,435

減損損失  265  143

引当金の増減額（△は減少）  △9,907  △2,403

金融収益 10 △3,057  △5,499

金融費用 10 5,182  6,258

持分法による投資損益（△は益）  △1,515  △3,312

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）  241,763  230,483

棚卸資産の増減額（△は増加）  △38,413  △70,691

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）  △84,231  △68,555

その他（純額）  △136,089  △156,014

小計  74,307  46,603

利息及び配当金の受取額  3,394  3,570

利息の支払額  △3,827  △3,773

法人所得税の支払額  △9,944  △25,751

営業活動によるキャッシュ・フロー  63,930  20,649

投資活動によるキャッシュ・フロー     

有形固定資産の取得による支出  △33,903  △31,418

有形固定資産の売却による収入  4,610  11,708

無形資産の取得による支出  △4,692  △5,815

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の取得による支出
 △1,867  △181

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品の売却による収入
 879  10,374

子会社の取得による支出  △4,594  △2,809

子会社の売却による収入  6,111  6

子会社の売却による支出  －  △92

関連会社または共同支配企業に対する投資の

取得による支出
 △210  △35

関連会社または共同支配企業に対する投資の

売却による収入
 328  2,118

その他（純額）  △857  △3,401

投資活動によるキャッシュ・フロー  △34,195  △19,545
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    （単位：百万円）

 注記

 前第2四半期
 連結累計期間

(自　2020年4月 1日
　至　2020年9月30日)

 

 当第2四半期
 連結累計期間

(自　2021年4月 1日
　至　2021年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増減額（△は減少）  △34,064  7,859

長期借入れによる収入  20,100  382

長期借入金の返済による支出  △1,017  △3,417

社債の発行による収入  35,000  －

社債の償還による支出  △55,000  －

リース負債の返済による支出  △28,239  △29,032

株式の発行による収入  60,893  －

配当金の支払額  △10,400  △13,645

非支配持分への配当金の支払額  △3,530  △3,473

自己株式の処分による収入  3,225  237

その他（純額）  △1,259  △704

財務活動によるキャッシュ・フロー  △14,291  △41,793

現金及び現金同等物に係る為替変動による影響  △351  762

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  15,093  △39,927

現金及び現金同等物の期首残高  359,252  523,345

売却目的で保有する資産への振替に伴う

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
 △2,936  －

現金及び現金同等物の四半期末残高  371,409  483,418
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【要約四半期連結財務諸表注記事項】

１．報告企業

　日本電気株式会社（以下「当社」という。）は日本国に所在する企業です。

　当社および連結子会社を中心とする関係会社で構成される当社グループの主たる事業は、「社会公共事業」、

「社会基盤事業」、「エンタープライズ事業」、「ネットワークサービス事業」、「グローバル事業」の5つで

す。当社グループの主要な活動は、注記「５．事業セグメント」に記載しています。

 

２．作成の基礎

(1) 国際財務報告基準への準拠

　当社は、四半期連結財務諸表規則第1条の2に掲げる「指定国際会計基準特定会社」の要件を満たしているた

め、同第93条の規定により、国際会計基準審議会（IASB）が設定した国際財務報告基準（IFRS）に準拠して作

成しています。「IFRS」という用語には、国際会計基準（IAS）、解釈指針委員会（SIC）およびIFRS解釈指針

委員会（IFRIC）の関連する解釈も含まれます。なお、当要約四半期連結財務諸表はIAS第34号に準拠して作成

しています。

 

(2) 財務諸表の承認

　当要約四半期連結財務諸表は、2021年10月29日において代表取締役執行役員社長兼CEO 森田 隆之および執

行役員常務兼CFO 藤川 修により公表が承認されました。

 

(3) 測定の基礎

　要約四半期連結財務諸表は、連結財政状態計算書における以下の重要な項目を除き、取得原価を基礎として

作成されています。

 

・デリバティブ金融商品は公正価値で測定されています。

・純損益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品およびその他の包括利益を通じて公正価値で測定する資

本性金融商品は公正価値で測定されています。

・確定給付負債（資産）は、確定給付制度債務の現在価値から、制度資産の公正価値を控除して測定されてい

ます。

 

(4) 機能通貨および表示通貨

　要約四半期連結財務諸表は、当社の機能通貨である日本円で表示しています。

　日本円で表示しているすべての財務情報は、百万円未満を四捨五入しています。
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３．重要な会計方針

　当要約四半期連結財務諸表において適用する重要な会計方針は、前連結会計年度に係る連結財務諸表において

適用した会計方針と同一です。

　なお、当四半期の法人所得税費用は、見積年次実効税率を基に算定しています。

 

４．重要な会計上の見積り及び見積りを伴う判断

　IFRSに準拠した連結財務諸表の作成において、経営陣は、会計方針の適用ならびに資産、負債、収益および費

用の報告額に影響を及ぼす判断、見積りおよび仮定の設定を行うことが要求されます。これらの見積りおよび仮

定は実績と異なる場合があります。

　見積りおよび仮定は継続して見直されます。会計上の見積りの変更は、見積りが変更された報告期間および影

響を受ける将来の報告期間において認識されます。

　会計方針を適用する過程において経営陣が行った、当要約四半期連結財務諸表で認識される金額に重要な影響

を与える判断、見積りおよび仮定は、新型コロナウイルス感染症の影響も含め、原則として前連結会計年度と同

様です。
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５．事業セグメント

(1）報告セグメントの概要

　当社グループには、「社会公共事業」、「社会基盤事業」、「エンタープライズ事業」、「ネットワークサー

ビス事業」、および「グローバル事業」の5つの事業があり、各事業を報告セグメントとしています。事業セグ

メントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、かつ、当社グループの最高経

営意思決定者である取締役会が経営資源の配分の決定および業績を評価するために定期的に評価を行う構成単位

として定義されます。当社グループが展開する様々な事業は、主にサービスを提供する顧客の特性に基づいて次

の5つの事業セグメントおよびその他の事業活動に分類されます。

　それぞれの報告セグメントの内容は次のとおりです。

 

（社会公共事業）

　主に公共、医療および地域産業向けに、システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティン

グ）、サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービスおよびシステム機器などの提供を行っていま

す。

 

（社会基盤事業）

　主に官公およびメディア向けに、システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）、サ

ポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービスおよびシステム機器などの提供を行っています。

 

（エンタープライズ事業）

　主に製造業、流通・サービス業および金融業向けに、システム・インテグレーション（システム構築、コンサ

ルティング）、サポート（保守）、アウトソーシング・クラウドサービスおよびシステム機器などの提供を行っ

ています。

 

（ネットワークサービス事業）

　主に国内の通信市場において、ネットワークインフラ（コアネットワーク、携帯電話基地局、光伝送システ

ム、ルータ・スイッチ）、システム・インテグレーション（システム構築、コンサルティング）およびサービ

ス＆マネジメント（OSS・BSS、サービスソリューション）などの提供を行っています。

 

（グローバル事業）

　デジタル・ガバメントおよびデジタル・ファイナンス、サービスプロバイダ向けソフトウェア・サービス

（OSS・BSS）ならびにネットワークインフラ（海洋システム、ワイヤレスバックホール）などの提供を行ってい

ます。

 

(注) OSS：Operation Support System、BSS：Business Support System

 

　上記のほかに、ビジネスコンサルティングおよびシステム機器の開発・製造・販売などの事業を「その他」と

して表示しています。

 

(2）報告セグメントごとの売上収益、利益または損失の金額の算定方法

　報告セグメントの損益は、営業損益から「買収により認識した無形資産の償却費」および「Ｍ＆Ａ関連費用

（ファイナンシャルアドバイザリー費用等）」を控除した金額としています。

　セグメント間収益は第三者間取引価格に基づいています。
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(3）報告セグメントごとの売上収益、利益または損失に関する情報

前第2四半期連結累計期間（自　2020年4月1日　至　2020年9月30日）

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
調整額

（注）

要約

四半期連結

損益計算書

計上額

 社会公共 社会基盤
エンター

プライズ

ネットワーク

サービス
グローバル 計

売上収益          

外部収益 177,104 281,622 238,109 225,488 219,280 1,141,603 173,427 － 1,315,030

セグメント間収益 5,347 1,623 20,712 4,226 273 32,181 3,909 △36,090 －

計 182,451 283,245 258,821 229,714 219,553 1,173,784 177,336 △36,090 1,315,030

セグメント損益 4,633 16,595 17,965 6,200 △3,348 42,045 7,153 △20,162 29,036

買収により認識した

無形資産の償却費
        △9,062

Ｍ＆Ａ関連費用         △1

営業利益         19,973

金融収益         3,057

金融費用         △5,182

持分法による投資利益         1,515

税引前四半期利益         19,363

 

当第2四半期連結累計期間（自　2021年4月1日　至　2021年9月30日）

        （単位：百万円）

 報告セグメント

その他
調整額

（注）

要約

四半期連結

損益計算書

計上額

 社会公共 社会基盤
エンター

プライズ

ネットワーク

サービス
グローバル 計

売上収益          

外部収益 171,839 290,796 282,184 225,529 235,194 1,205,542 177,263 － 1,382,805

セグメント間収益 5,408 1,417 17,334 4,738 169 29,066 2,917 △31,983 －

計 177,247 292,213 299,518 230,267 235,363 1,234,608 180,180 △31,983 1,382,805

セグメント損益 3,950 20,392 22,205 8,398 12,408 67,353 △2,313 △22,926 42,114

買収により認識した

無形資産の償却費
        △18,767

Ｍ＆Ａ関連費用         △142

営業利益         23,205

金融収益         5,499

金融費用         △6,258

持分法による投資利益         3,312

税引前四半期利益         25,758

（注）　セグメント損益の調整額には、各報告セグメントに配分していない全社費用がそれぞれ前第2四半期連結累計期

間で△19,852百万円、当第2四半期連結累計期間で△19,798百万円含まれています。全社費用は、主に親会社の

本社部門一般管理費および基礎的試験研究費です。
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(4）地域別情報

外部収益

（単位：百万円）
 

 
前第2四半期連結累計期間
（自　2020年4月 1日
至　2020年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日）

日本 977,515 1,018,276

北米および中南米 63,093 62,563

ヨーロッパ、中東およびアフリカ 106,368 140,223

中国・東アジアおよびアジアパシフィック 168,054 161,743

合計 1,315,030 1,382,805

 

 

６．売却目的で保有する処分グループ

　売却目的で保有する資産および売却目的で保有する資産に直接関連する負債は主に以下の資産および負債から構成さ

れています。

 

（単位：百万円）

項　　目
前連結会計年度

（2021年3月31日）

当第2四半期連結会計期間

（2021年9月30日）

営業債権及びその他の債権 － 4,265

契約資産 － 6,341

棚卸資産 － 513

その他 － 1,129

資産合計 － 12,248

 

（単位：百万円）

項　　目
前連結会計年度

（2021年3月31日）

当第2四半期連結会計期間

（2021年9月30日）

営業債務及びその他の債務 － 380

その他 － 2,672

負債合計 － 3,052

 

前連結会計年度（2021年3月31日）

　前連結会計年度末における売却目的で保有する処分グループには該当がありません。

 

当第2四半期連結会計期間（2021年9月30日）

　当第2四半期連結会計期間末における売却目的で保有する処分グループは、ＮＥＣエナジーソリューションズ社に関

連する資産および負債のグループから構成されています。ＮＥＣエナジーソリューションズ社は「グローバル」報告セ

グメントに属しており、当該子会社の全ての株式の譲渡手続きの完了は2021年12月に予定されています。
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７．資本及びその他の資本項目

その他の資本の構成要素の内訳は次のとおりです。

（単位：百万円）

 
前連結会計年度

(2021年3月31日)

当第2四半期連結会計期間

(2021年9月30日)

確定給付制度の再測定 89,431 89,431

在外営業活動体の換算差額 △5,712 △1,350

キャッシュ・フロー・ヘッジ △1,841 △1,571

その他の包括利益を通じて公正価値で測定する

資本性金融商品
66,395 68,403

合計 148,273 154,913

 

 

８．配当金

(1) 配当金支払額

前第2四半期連結累計期間(自　2020年4月1日　至　2020年9月30日)

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2020年 5月12日

取締役会
普通株式 10,393 利益剰余金 40 2020年 3月31日 2020年 6月 1日

 

当第2四半期連結累計期間(自　2021年4月1日　至　2021年9月30日)

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2021年 5月12日

取締役会
普通株式 13,642 利益剰余金 50 2021年 3月31日 2021年 6月 1日

 

(2) 基準日が当第2四半期連結累計期間に属する配当のうち、

配当の効力発生日が当第2四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額

(百万円)
配当の原資

1株当たり

配当額(円)
基準日 効力発生日

2021年10月29日

取締役会
普通株式 13,642 利益剰余金 50 2021年 9月30日 2021年12月 1日
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９．売上収益

　当社グループは、「社会公共事業」、「社会基盤事業」、「エンタープライズ事業」、「ネットワークサービ

ス事業」、「グローバル事業」の5つを報告セグメントとしています。

　当社グループの売上収益は、「ハードウェアおよびパッケージソフトウェアの提供」「サービス提供契約（ア

ウトソーシング・保守を含む）」「システム・インテグレーションおよび工事契約」の3つの種類に分解し認識

します。

　財またはサービスの種類別に分解された収益と当社グループの5つの報告セグメントとの関連は次のとおりで

す。

 

前第2四半期連結累計期間（自　2020年4月 1日　至　2020年9月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

要約

四半期連結

損益計算書

計上額
社会公共 社会基盤

エンター

プライズ

ネットワーク

サービス

 
グローバル

 
計

ハードウェアおよび

パッケージ

ソフトウェアの提供

53,180 124,470 58,170 61,212 60,462 357,494 77,838 435,332

サービス提供契約

（アウトソーシング・

保守を含む）

69,952 52,846 107,568 97,308 80,393 408,067 56,800 464,867

システム・

インテグレーション

および工事契約

53,972 104,306 72,371 66,968 78,425 376,042 38,789 414,831

外部収益合計 177,104 281,622 238,109 225,488 219,280 1,141,603 173,427 1,315,030

 

 

当第2四半期連結累計期間（自　2021年4月 1日　至　2021年9月30日）

（単位：百万円）

 

報告セグメント

その他

要約

四半期連結

損益計算書

計上額
社会公共 社会基盤

エンター

プライズ

ネットワーク

サービス

 
グローバル

 
計

ハードウェアおよび

パッケージ

ソフトウェアの提供

51,886 134,095 69,936 63,209 32,978 352,104 70,127 422,231

サービス提供契約

（アウトソーシング・

保守を含む）

66,348 53,466 116,843 107,713 125,475 469,845 64,351 534,196

システム・

インテグレーション

および工事契約

53,605 103,235 95,405 54,607 76,741 383,593 42,785 426,378

外部収益合計 171,839 290,796 282,184 225,529 235,194 1,205,542 177,263 1,382,805
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10．金融収益及び金融費用

　金融収益及び金融費用の内訳は、次のとおりです。

（単位：百万円）

 
前第2四半期連結累計期間
（自　2020年4月 1日

至　2020年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日）

金融収益   

　受取利息 419 996

　受取配当金 2,368 2,078

　その他 270 2,425

合計 3,057 5,499

 

 

（単位：百万円）

 
前第2四半期連結累計期間
（自　2020年4月 1日

至　2020年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日）

金融費用   

　支払利息 4,142 4,073

　為替差損 112 769

　その他 928 1,416

合計 5,182 6,258

 

　「受取利息」は償却原価で測定する金融資産から発生しています。また、「受取配当金」はその他の包括利益を通じて

公正価値で測定する資本性金融資産から発生しています。さらに、「支払利息」は償却原価で測定する金融負債および

リース負債から発生しています。
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11．1株当たり四半期利益

　基本的1株当たり親会社の普通株主に帰属する四半期利益および希薄化後1株当たり四半期利益は、次の情報に

基づいて算定しています。

（単位：百万円）

 
前第2四半期連結累計期間
（自　2020年4月 1日

至　2020年9月30日）

当第2四半期連結累計期間
（自　2021年4月 1日
至　2021年9月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益 11,008 13,342

 

基本的1株当たり四半期利益の計算に用いる

親会社の普通株主に帰属する四半期利益

11,008 13,342

 

希薄化効果調整後の

親会社の普通株主に帰属する四半期利益

11,008 13,342

   

基本的1株当たり四半期利益の計算に用いる

普通株式の加重平均株式数（千株）
265,082 272,443

 

希薄化効果調整後の

普通株式の加重平均株式数（千株）

265,082 272,443

   

基本的1株当たり四半期利益（円） 41.53 48.97

希薄化後1株当たり四半期利益（円） 41.53 48.97

 

（単位：百万円）

 
前第2四半期連結会計期間
（自　2020年7月 1日

至　2020年9月30日）

当第2四半期連結会計期間
（自　2021年7月 1日
至　2021年9月30日）

親会社の所有者に帰属する四半期利益 16,010 13,116

 

基本的1株当たり四半期利益の計算に用いる

親会社の普通株主に帰属する四半期利益

16,010 13,116

 

希薄化効果調整後の

親会社の普通株主に帰属する四半期利益

16,010 13,116

   

基本的1株当たり四半期利益の計算に用いる

普通株式の加重平均株式数（千株）
269,234 272,406

 

希薄化効果調整後の

普通株式の加重平均株式数（千株）

269,234 272,406

   

基本的1株当たり四半期利益（円） 59.47 48.15

希薄化後1株当たり四半期利益（円） 59.47 48.15

（注）希薄化効果調整後の親会社の普通株主に帰属する四半期利益は、当社子会社である日本航空電子工業㈱が発行する

新株予約権による影響を加味しています。
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12．金融商品

(1）金融商品の公正価値

 

金融資産及び金融負債の公正価値   (単位：百万円）
 

  
前連結会計年度
(2021年3月31日)

当第2四半期
連結会計期間

(2021年9月30日)

  帳簿価額 公正価値 帳簿価額 公正価値

償却原価で測定する金融負債     

 社債 179,583 180,475 179,649 180,697

 長期借入金 309,156 309,536 140,624 140,903

 

　なお、帳簿価額が公正価値の合理的な近似値となっている金融商品は上記の表には含めていません。また、経常

的に公正価値で測定する金融商品についても、公正価値は帳簿価額と一致することから、上記の表には含めていま

せん。

 

金融商品の公正価値算定方法

（現金及び現金同等物、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、未払費用）

　主に短期間で決済され、帳簿価額は公正価値に近似していることから、公正価値は当該帳簿価額によって算定し

ています。

 

（その他の金融資産、その他の金融負債）

　貸付金の公正価値は、満期までの期間および信用リスクを加味した利率を基に、将来予測されるキャッシュ・フ

ローを現在価値に割り引いて算定しています。

　その他の包括利益を通じて公正価値で測定する資本性金融商品および純損益を通じて公正価値で測定する資本性

金融商品のうち、上場株式の公正価値は取引所の市場価格によって算定しています。また、活発な市場のない資本

性金融商品の公正価値は類似会社比準法等の適切な評価方法によって算定しています。類似会社の株価純資産倍率

は、活発な市場のない資本性金融商品の公正価値算定において、重要な観察可能でないインプットとして使用され

ます。類似会社の株価純資産倍率が増加すると、公正価値は増加し、株価純資産倍率が減少すると、公正価値は減

少します。

　デリバティブ資産および負債の公正価値のうち、為替予約取引の公正価値は期末日の先物為替相場により算定

し、金利スワップの公正価値については、報告期間の末日における金利を基に、将来予測されるキャッシュ・フ

ローを現在価値に割り引いて算定しています。

 

（社債及び借入金）

　短期借入金および長期借入金（1年内返済予定）は短期間で決済されるため、帳簿価額は公正価値に近似してい

ることから、公正価値は当該帳簿価額によって算定しています。

　長期借入金（1年内返済予定を除く）は、新規に同様の借入を実行した場合に想定される利率を基に、将来予測

されるキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて算定しています。

　社債の公正価値は、活発でない市場における市場価格に基づいて算定しています。
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(2）公正価値ヒエラルキー

　公正価値で測定する金融資産および金融負債について、公正価値の測定に利用するヒエラルキーおよびその

分類は次のとおりです。

 

レベル1：活発な市場における同一の資産または負債の公表価格

レベル2：レベル1に分類される公表価格以外の、金融資産および金融負債に関して直接的または間接的に観察

可能なインプット

レベル3：観察可能な市場データに基づかない観察不能なインプット

 

　公正価値ヒエラルキーのレベル間の振替は、振替を生じさせた事象が発生した時点で認識しています。

　なお、レベル3に分類されている金融資産は、主に非上場株式により構成されており、重要な非上場株式の

公正価値は類似会社比準法等の適切な評価方法により、公正価値を測定しています。

　レベル3に分類された金融資産について、観察可能でないインプットを合理的に考え得る代替的な仮定に変

更した場合に重要な公正価値の変動は見込まれていません。

　さらに、レベル3に分類される金融資産および金融負債の公正価値評価については関連する社内規程に基づ

き、適切な権限者によるレビューおよび承認を受けています。

 

 

前連結会計年度（2021年3月31日）
 

（単位：百万円）
 
 レベル1 レベル2 レベル3 合計

純損益を通じて公正価値で
測定する金融資産

－ 3,295 12,855 16,150

その他の包括利益を通じて公正価値で
測定する資本性金融商品

76,159 － 80,126 156,285

純損益を通じて公正価値で
測定する金融負債

－ 7,454 － 7,454

 

 

当第2四半期連結会計期間（2021年9月30日）
 

（単位：百万円）
 
 レベル1 レベル2 レベル3 合計

純損益を通じて公正価値で

測定する金融資産
－ 1,928 12,967 14,895

その他の包括利益を通じて公正価値で

測定する資本性金融商品
70,296 － 81,136 151,432

純損益を通じて公正価値で

測定する金融負債
－ 5,003 － 5,003

　前第2四半期連結累計期間および当第2四半期連結累計期間において、レベル間で振り替えた重要な金融資産ま

たは金融負債はありません。

 

レベル3に分類された金融商品の期首残高から期末残高への調整表

 

　前第2四半期連結累計期間および当第2四半期連結累計期間において、重要な変動は生じていません。

 

13．重要な後発事象

該当はありません。
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２【その他】

（1）中間配当

　2021年10月29日開催の取締役会の議案として、第184期（2021年4月1日から2022年3月31日まで）

の中間配当金に関する事項を次のとおり提案し、決議しました。

 

① 中間配当金の総額

13,642百万円

 

② 1株当たりの中間配当金額

50円00銭

 

　③ 支払請求の効力発生日および支払開始日

2021年12月1日

 

（2）訴訟等

　当社の連結子会社であったＮＥＣトーキン㈱（現㈱トーキン）によるキャパシタ業界における欧

州競争法違反行為に関し、欧州委員会は、当社に対し、制裁金を課す決定を下しました。当社は、

これを不服として、決定の一部取消等を請求する訴訟を欧州裁判所に提起しましたが、裁判所は、

2021年9月29日に、当社の請求を棄却する判決を下しました。

　当社の連結子会社であるＮＥＣラテン・アメリカ社は、ブラジル税務当局から過年度の貸付金に

関する源泉税について追徴課税命令（約367百万レアル）を受けました。同社は、これを不服とし

て、取消請求訴訟を提起し、現在係争中です。

　これらの訴訟については、現時点で結論は出ていません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年10月29日

日本電気株式会社

取締役会　御中

 

有限責任 あずさ監査法人

東京事務所

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小 　山 　秀 　明

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 小 　川 　　　勤

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 長 谷 川　義 晃

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている日本電気株式会

社の2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る要約四半期連結財務諸表、す

なわち、要約四半期連結財政状態計算書、要約四半期連結損益計算書、要約四半期連結包括利益計算書、要約四半期連結

持分変動計算書、要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の要約四半期連結財務諸表が、「四半期連結財務諸表の用語、様

式及び作成方法に関する規則」第93条により規定された国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して、日本電気株式

会社及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連

結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の

責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立

しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を

入手したと判断している。

 

要約四半期連結財務諸表に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任

　経営者の責任は、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠して要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するこ

とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない要約四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するために

経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

　要約四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき要約四半期連結財務諸表を作成する

ことが適切であるかどうかを評価し、国際会計基準第１号「財務諸表の表示」第４項に基づき、継続企業に関する事項を

開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

 

　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
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要約四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から要約四

半期連結財務諸表に対する結論を表明することにある。
 
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
 
・　主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レ

ビュー手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して

実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。
 
・　継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認

められると判断した場合には、入手した証拠に基づき、要約四半期連結財務諸表において、国際会計基準第１号「財

務諸表の表示」第４項に基づき、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかどうか結論付ける。ま

た、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において要約四半期連結財

務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する要約四半期連結財務諸表の注記事項が適切で

ない場合は、要約四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企

業として存続できなくなる可能性がある。
 
・　要約四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、国際会計基準第34号「期中財務報告」に準拠していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた要約四半期連結財務諸表の表示、構成及び内

容、並びに要約四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさせる事項が認めら

れないかどうかを評価する。
 
・　要約四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手す

る。監査人は、要約四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人

は、単独で監査人の結論に対して責任を負う。
 

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な

発見事項について報告を行う。
 
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並

びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを

講じている場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

 

以　上

 

（注）１　上記の独立監査人の四半期レビュー報告書の原本は当社が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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