
N
E
C
キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ
ョ
ン
株
式
会
社

● 発行
2014年7月（年1回発行）

● この冊子に関するお問い合わせ先
コミュニケーション部 

本冊子2,000部の印刷により発生するCO2（2トン）は、「長野県木質ペレットストーブの使用によるJ-VERプロジェクト」でCO2の発生を削減することにより、オフセット（相殺）されています。
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企業
理念

グループ
ビジョン

CSR行動指針

行動規範 7つの価値観
社員全員で共有する

価値基準
企業市民としての

ルール

　当社は企業理念に沿って、事業活動そのものが豊かな社
会の実現になることを目指しています。一人ひとりが「行動
規範」「7つの価値観」を常に心にとどめながら活動し、活動
の際に指針となるのが「CSR行動指針」です。これによりグ
ループビジョンを実現し、事業継続・サステナビリティの観点
から、「事業活動そのものが社会貢献となる」経営、すなわち

「ＣＳＶ経営」を目指します。

理念体系

※CSV（Creating　Shared　Value）：「共通価値の創造」。経済利益活動と社会的価値の創出（＝社会課題の解決）を両立させること。

P20関連情報

P23関連情報P30関連情報

（2013年10月制定）

編集方針・対象範囲

目次

　当社は、お客様の課題解決を行うために高い次元のサービス(金融サービス、ICT周辺サービス等)を生み出せる企業を目指す
と同時に、お客様と共にＣＳＶ※経営を行うことによりお互いの社会価値向上を目指しています。また日本のみならずアジア地域を
中心に、海外進出するお客様、現地のお客様に対し、サービスを提供してまいります。

お客様と共に、社会価値向上を目指して、グローバルに挑戦するサービス・カンパニー

　ＮＥＣキャピタルソリューションは、NEC製品の販売金融を担う会社として1978年に設立後、ICT製品のリースを中心とした事
業を展開してまいりました。足元では、リースのみならず、お客様の経営課題にお応えするべくファイナンスメニューを充実させ、
金融サービス会社としての事業の幅を広げると共に、「NEC」というDNAのもと、当社の強みである「ICT」を軸としたユニークな
サービスの展開を進めております。

当社プロフィール

※ICT：Information and Communication Technologyの略で、情報通信技術のこと。

私たちは「Capital Solution」を通してより豊かな社会の実現に貢献します。
企業理念

※Capital Solution：「お客様の経営資源（Capital）を中心とする幅広い経営課題に対して解決策（Solution）を提供すること」を意味する、当社独自の表現です。

当社グループビジョン（10年後のありたい姿）

■ 編集方針
当社は今年度より、統合報告書として「統合レポート」の発行を開始しま

す。このレポートは、ＣＳＲ経営の姿についてお伝えする「ＣＳＲレポート」、財
務・非財務情報を集約した英文「アニュアルレポート」を統合するだけでな
く、当社及びステークホルダーの皆様にお伝えしたい情報が一冊でご理解
いただけるよう、簡潔にまとめたものです。

当社の現在の姿・経営課題・将来に向けた企業価値創造への戦略等
をご理解いただき、当社の目指す「ＣＳＶ経営像」を共有していただくこ
とを目指しています。

当社についてより詳しくご理解いただくために、一部の記事をより詳細
にお伝えしているWebサイトや、株主・投資家情報等も併せてご覧くだ
さい。

ＣＳＲへの取り組み 
http://www.necap.co.jp/company/csr/index.html
　主な掲載コンテンツ 
　ＣＳＲ・ＣＳＶの取り組み、ＣＳＲレポートバックナンバー (PDF)

株主・投資家情報 
http://www.necap.co.jp/ir/

主な掲載コンテンツ
　 決算短信(PDF)、決算説明会資料(PDF・動画)、株主通信（PDF) 

有価証券報告書(PDF)、コーポレート・ガバナンス報告書(PDF)

■対象範囲
対象組織 ： NECキャピタルソリューショングループ
対象期間 ： データは2013年4月1日～2014年3月31日の実績（活動に
ついては直近のものを含みます）

■参考にしたガイドライン
環境報告書ガイドライン 2007年度版　（2007年4月環境省）
環境会計ガイドライン 2005年度版　（2005年2月環境省）
GRI 「G4サステナビリティ・レポーティング・ガイドライン」

■重要性の判断について
当社はCSR行動指針を定め、CSR推進体制のもと、重要方針の決定等を
行っています。詳しくはP20 当社のサステナビリティをご覧ください。

■発行
2014年7月（年1回発行）
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会計年度 2009 2010 2011 2012 2013

売上高 237,378 227,621 232,760 229,204 228,262
営業利益 7,679 9,127 8,096 9,132 16,067
経常利益 7,646 8,959 8,375 9,350 16,478
当期純利益 3,122 3,720 3,973 4,333 4,990
純資産 60,039 73,188 82,368 79,728 78,637
総資産 741,252 821,461 793,341 731,973 702,423
1株当たり純資産（円） 2,788.25 2,859.31 3,014.18 3,147.31 3,329.12
1株当たり当期純利益（円） 145.01 172.78 184.55 201.23 231.78
1株当たり配当金（円） 44.00 44.00 44.00 44.00 44.00
配当性向（％） 30.3 25.5 23.8 21.9 19.0
自己資本比率（％） 8.1 7.5 8.2 9.3 10.2
株価収益率（倍） 8.32 7.89 7.43 11.68 10.78
ＲＯＥ（％） 5.4 6.1 6.3 6.5 7.2
ＲＯＡ（％） 1.0 1.1 1.0 1.2 2.3

（単位：百万円）3月31日に終了した会計年度

●売上高

●当期純利益

●経常利益

●純資産／自己資本比率

グループビジョン及び中期計画の策定

２０１４年３月期 年間ダイジェスト

当社は2013年10月に、10年後のありたい姿を示した当
社グループビジョンを策定しました。事業そのものが社会的
価値を創造すると共に、企業として求めるべき経済的価値も
創出するという「CSV経営」を標榜しています。2014年4月
には本グループビジョン実現に向けた最初の３年間のアク
ションプランを「中期計画2014」として策定しました。

詳しくは「P7-9 トップコミットメント/中期計画2014」をご覧ください

リサのロゴマーク
PITマネージドサービスコンセプト
関連URL
http://www.pit-navi.jp/concept/

関連URL
M＆Aアドバイザリーサービス
http://www.necap.co.jp/service/maadvisory/index.html?industry&1&17&-1
イノベーティブ・ベンチャーファンド
http://www.necap.co.jp/service/innovative/index.html?industry&3&0&-1

関連情報

PFI事業の進展
官公庁・自治体マーケットでの強みを生かし、社会課題を

解決するPFI事業に積極的に取り組みました。
詳しくは「P11-12 特集PFI事業への取り組み」をご覧ください関連情報

新規事業の収益化
2010年に子会社化した株式会社リサ・パートナーズ（以

下リサ）は、赤字決算からのスタートでしたが、本年度におい
て10億円規模の収益貢献に至りました。また、ICT周辺の
サービス提供による手数料ビジネスに取り組むPITマネージ
ドサービスも、サービスメニュー拡充を進め、収益貢献に至
りました。

社会課題解決に向けた新規事業の立ち上げ
～  M&Aアドバイザリーサービス、イノベーティブ・ベンチャー

ファンド、ヘルスケアREIT

後継者不足にお悩みの中小企業のお客様の事業承継問題
解決に向けた「Ｍ＆Ａアドバイザリーサービス」において、着
実にＭ＆Ａの実績を上げ始めました。それに加え、株式会社
三井住友銀行等、シップヘルスケアホールディングス株式会
社と共同してヘルスケアREITへの参入に向け準備を進めて
います。

また、2012年4月に設立した「イノベーティブ・ベンチャー
ファンド」は、先進的な技術を有するベンチャー企業への投
資を行うベンチャーファンド事業であり、投資先が７社（累積）
に広がっています。

ヘルスケアREITに関しての詳細は
「P13 特集ヘルスケアREIT設立に向けて」をご覧ください

関連情報

マレーシアに現地法人を設立
NECがアジア・中華圏に向けてのビジネスに注力してい

ることを背景に、当社でも2012年にシンガポール、香港に
海外現地法人の設立を進め、2013年12月には、マレーシア
に3つ目の現地法人を設立しました。NECの事業戦略と連動
した形で、主に日本から現地に出店されているお客様を中心
にファイナンス面から事業をサポートします。

環境・復興支援シンジケートローン第3弾
を組成

東日本大震災被害からの復興を支援することを主目的と
した「環境・復興支援シンジケートローン」の第3弾を組成し
ました。本取り組みは、2013年10月にグリーン購入ネット
ワーク主催のグリーン購入大賞における最高賞（大賞・環境
大臣賞）の受賞、及び21世紀金融行動原則におけるグッドプ
ラクティスに選定されました。

詳しくは「P20 当社のサステナビリティ」をご覧ください関連情報

■株式会社リサ・パートナーズ ロゴ決定案 （縦置き／cmyk）

NEC Capital Solutions Malaysia Sdn. Bhd.（マレーシア）

日本電氣租賃香港有限公司（香港）

NEC Capital Solutions Singapore Pte. Limited（シンガポール）

※　自己資本は純資産から少数株主持分を除いたもの

※

※
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会計年度 2009 2010 2011 2012 2013

環境負荷軽減への取り組み

　　・ＣＯ２排出量（t-ＣＯ２） 1,037 1,080 1,032 1,253 908
　　・エネルギー使用量（原油換算 kl） 594 661 626 597 421

連結従業員数(人) 519 761 690 629 625
単体従業員数(人) 519 506 495 513 513
管理職者数(人) 154 154 165 177 182
　　うち女性(人) 1 1 1 2 3

産休取得者数(人） 8 12 6 8 13
育休取得者数(人) 9 10 5 9 14
育児休業復職率（％） ー 100.0 100.0 100.0 100.0

3月31日に終了した会計年度

※1　2013年度の環境負荷数値は、4～10月が旧本社、11月以降が新本社
※2　2010年度の増加はリサ連結によるもの
※3　新卒入社者が、入社3年後4月に在籍している割合（学歴に関係なく全員）

2013年度の外部評価 評価

ＳＭＢＣ事業継続評価 5（10段階中6番）

ＳＭＢＣサステイナビリティ評価 AA（7段階中2番）

DBJ環境格付（10年連続最高ランク特別表彰） 208点（250点満点）

第15回 グリーン購入大賞（グリーン購入ネットワーク） 大賞・環境大臣賞

21世紀金融行動原則　預金・貸出・リース業務WG 平成25年度 グッドプラクティス選定

第17回 環境経営度調査（日本経済新聞社） 金融部門 12位

第8回 CSR企業ランキング（東洋経済新報社） 金融機関部門 23位

本社移転

SMBCの評価型融資の実行

非財務ハイライトトピックス

　2013年11月、港区港南の品川インターシティへ本社を
移転しました。環境対応に優れたインテリジェントビルへの
入居により環境負荷が軽減しただけでなく、オフィス移転に
際しては、社員の働き方に対する意識改革プロジェクトを実
施しました。またリサをはじめとする連結子会社が同ビルに
本社を移転し、当社グループ間の連携が強化されました。

　「SMBCサステイナビリティ評価融資」及び「SMBC事業継
続評価融資」は、株式会社三井住友銀行（ＳＭＢＣ）が株式会社
日本総合研究所や株式会社インターリスク総研と作成した
評価型融資制度です。両制度のもと、当社のサステナビリ
ティ及び事業継続に対する取り組みが高く評価され、融資が
実行されました。

環境負荷に関する詳細は「P26 環境負荷軽減への取り組み」をご覧ください

詳しくは「P20 当社のサステナビリティ」をご覧ください

関連情報

関連情報

ダイバーシティへの取り組み
　現状ではいまだ女性管理職が少なく、最優先で取り組む
べき課題と認識しています。本年度は社内有志を募り「女性
活躍推進プロジェクト」をスタートしました。

詳しくは「P24 ダイバーシティへの取り組み」をご覧ください関連情報

ブランド価値向上に向けての取り組み
　当社グループビジョンの策定に伴い、当社グループデザ
インを作成しました。今後、利用を徹底し、このデザインを見た
方がすぐに当社を思い浮かべられるような存在にしていくと共
に、当社ブランドの価値向上に取り組みます。
　本年度は、オフィシャルサイトや会社案内のリニューアルを
行い、本デザインを取り入れデザイン統一を図りました。

SMBCサステイナビリティ評価融資　実行証授与式

※2

※1

※1

新入社員定着率（％） 92.9 93.8 100.0 100.0 -
　　新卒入社者（人） 2007年4月 2008年4月 2009年4月 2010年4月 2011年4月
　　　　男（人） 10 7 7 4 0
　　　　女（人） 4 9 4 0 0
　　合計 14 16 11 4 0
　　うち3年後在籍者（人） 2010年4月 2011年4月 2012年4月 2013年4月 2014年4月
　　　　男（人） 10 6 7 4 -
　　　　女（人） 3 9 4 0 -
　　合計 13 15 11 4 -

※3
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当社は、安定配当の維持を基本方針とし、利益の状況を基
礎に事業環境、事業推移の見通し、配当性向等を総合的に勘
案し、株主様へ 利益還元を 行う方針です。当期は、リサ の
ファンドの大型株式売却等の特殊要因により、大幅な増益と
なりましたが、次期はその要因がなくなることを見込んで減
収減益の予想としています。配当につきましては、安定配当
の基本方針から、当期は従来通りの１株当たり44円に留め、
次期も同様に1株当たり44円の配当を維持したい考えです。

（当期業績及び次期見通しは、「P15 2014年3月期の概況」をご覧ください。）

リー ス事業の 特性や 新規事業の 立ち 上げ 等、現在取り
組んでいる諸施策は、すぐに目先の数字に表れるものでは
ありませんが、前述の通り、営業現場では次々と新しい取り
組みがなされ、着実に立ち上がりを見せています。10年先
を見据えたビジョンを持って根本的に対処し、収益性の改善
につなげていく所存です。

当社の新たなチャレンジに対し、ステークホルダーの皆様よ
り引き続きご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げま
す。

当社は、2008年に「リースの、そのつぎへ」のコンセプト
のもと、「NECリース」から「NECキャピタルソリューション」
へ社名変更し、会社の進むべき方向を大きく転換しました。
この背景には、リース会計基準の変更やリース市場におけ
る競争激化があり、リースにとどまらないファイナンスサー
ビスの提供、投資機能等、様々な金融サービスの提供が可
能な会社への変革を命題としていました。

こうした経緯から、2013年度が最終年度となる「中期計
画2011」では、既存事業の強化はもとより、リサの完全子会
社化をはじめとする新規事業の立ち上げ及び収益化に取り
組みました。

既存のリース事業では、営業体制を見直すと共に、お客様
の経営課題を解決するべく営業活動を行う「相談型営業」を
展開し、営業の質と量の向上を図りました。その結果、大型
案件の獲得に至る等、足元の契約実行高の伸長につながっ
ています。

こうした成果のもと、2014年４月に３か年計画の「中期計
画2014」を公表しました。これまでも３年間の年限で中期計

画を策定してきましたが、根本的に会社の在り方を変えてい
こうとするには、３年では短いと実感しています。

今回、新中期計画を策定する前段階として、2013年10月
に10年後のありたい姿を当社グループビジョンとして取り
まとめました。「お客様と共に、社会価値向上を目指して、グ
ローバルに挑戦するサービス・カンパニー」というものです。
今回の中期計画はグループビジョンを実現するための「最
初の３年間」と位置付け、ビジョン実現に向けた土台作りに取
り組みます。

当社は 会社設立の 経緯や こ れ ま で の 事業展開か ら、
「NECとの連携」「金融サービス」「ICT資産に関するサービ
ス」をコア領域と捉えており、NECブランドの信頼性、官公
庁ビジネスノウハウ、多様な金融機関リレーション、ICT資産
との親和性は当社の強みといえます。

グループビジョン達成に向け、こうしたコア領域を中心に
事業を拡大し、CSR経営からCSV経営への転換を図り、事業
を通した社会課題の解決の実現を目指します。

最初の3年となる中期計画2014の 期間（2014-2016）
はコア領域の再構築を行い、4年目以降のビジョン実現に向
けた「仕掛け」の構築に取り組みます。当社の強みを活かし
た事業拡大を図ると共に、財務戦略、経営基盤強化戦略に
よってリスク耐久力、コスト効率化を推進し、社会課題解決
につながる経営を推進します。

主な注力項目は次のとおりです。

私自身、会社の仕組み自体の変革に取り組む必要がある
と考えており、本中期計画では、事業戦略のみならず、現場
でのコスト意識を高める部門損益の仕組みを検討する他、
子会社のコントロール強化、IT戦略強化、人事戦略の見直し
等にも全面的に取り組むつもりでいます。目指しているの
は、いかなる環境の変化にあっても対応し成長できる強固
な事業ポートフォリオの構築です。

　

グループビジョンに、「社会価値向上」というキーワードが
あります。当社は企業理念に沿って、事業活動そのものがＣ
ＳＲ活動となることを目指してきました。経済価値（利益創
出）と社会的な貢献を両立させ、全てのステークホルダーを
満足させること、すなわち事業継続・サステナビリティの観
点から、「獲得した利益を社会貢献活動に還元する」のでは
なく、「事業活動そのものが社会貢献となる」経営を目指す
ということです。このような「ＣＳＶ経営」を目指すと共に、社
会価値創造を目指すお客様に対し、様々なサービスを提供
する会社になります。

2011年度

40億円

70億円

100億円

連結経常利益

2014年度 2016年度 2019年度 2023年度

7～10年目4～6年目

金融
ICT

NEC

当社のコア領域図

ビジョン実現に向けた当社のロードマップ

グループビジョン実現に向けた
中期計画2014の位置付け
中期計画２０１４の期間（２０１４－２０１６）は
コア領域の基盤再構築を行い、
４年目以降のビジョン実現に向けた
「仕掛け」を構築する

ビジョン実現に向けた
新事業立ち上げ

ビジョン実現に向けた
新事業収益化コア領域の

完成

コア領域の
拡充

ビジョン実現に向けた
「仕掛け」を構築

コア領域の
基盤再構築

＋

＋

＋
サービス

代表取締役社長

株主還元について中期計画2011の主な取り組みと成果

ＣＳＲ活動は事業活動そのもの、
そしてＣＳＶ経営へ

① 収益性の改善
② ビジョン実現を目指した質的な変換
③ 新規事業のための最初の準備開始

ステークホルダーの皆様へお伝えしたいこと

グループビジョン・中期計画2014によって、
我々が目指すこと

当社はグループビジョン・中期計画2014という中
長期のビジョン・戦略によって、いかなる環境の変
化にあっても対応し成長できる強固な事業ポート
フォリオを構築し、「ＣＳＶ経営」を実現し、社会価値
創造を目指すお客様に対して様々なサービスを提
供する会社を目指します。
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マッキンゼー時代には、日本支社のハイテクグループのリーダーとして、１０
数年にわたり、NECグループとは様々な接点がありました。その後、当社と深く
関わるようになってからは、IT（情報工学）とFT（金融工学）を駆使して、官公庁
や企業を側面支援する当社の事業は、非常に現代的な意義を持っていると確信
するようになりました。

最近私は、「日本型CSVモデル」の研究に取り組んでいます。CSVはCreating 
Shared Value（共通価値の創造）の略で、ハーバード経営大学院のマイケル・
ポーター教授が３年前に提唱したものです。各企業が自社の本業を通じて、経
済価値と社会価値を共に高めていこうという概念で、次世代の資本主義モデル
として世界的に注目されています。

当社は、かねてより、リサイクル社会に向けた潤滑剤としての役割を担ってき
ました。また、今後は、クリーンエネルギーや次世代ヘルスケア等、先端的な産
業にも積極的に関わっていこうとしています。まさに、「日本発CSVモデル」の１
つになれるのではないかと、大いに期待しています。

コンサルタントとして多くの企業の経営変革のお手伝いをしてきた経験、そ
して、最前線の経営理論に取り組んでいる現在の立場を活かして、私としまして
も、社会課題の解決に取り組む当社の活動をしっかり見守り、支援させていただ
ければと存じます。

名和　高司

板谷　正德

一橋大学大学院
国際経営戦略研究科教授

元野村ホ－ルディングス株式会社
取締役

このたび、縁あって、当社の社外取締役に就任しました。当社は、グループビ
ジョンを策定し、CSV(共通価値の創造)経営を目指しています。経済価値と社会
的な貢献を両立させ、全てのステークホルダーを満足させる、というものであり
現代社会の要請に応えるものです。これを成功させることは、当社のステーク
ホルダーに果実を齎（もたら）すだけでなく、多くの日本企業にとってのモデル
ケースとなり、意義深いことです。

社外取締役としての私の役割は、会社の執行部による、この重要であり、か
つ、達成には多くのチャレンジが伴う取り組みを、独立した立場で関わっていく
ことにより、その着実な実現をサポートすることです。他の企業の範ともなる当
社におけるCSV経営の実現には大きな期待をかけています。

また、当社は社外取締役、独立役員の導入を早くから実現し、企業統治につい
ても前向きな経験を積み重ねています。取締役会等も活発な議論がされてき
た、と理解しています。

これまで、私は社内取締役として社外役員とどのように連携すべきかを考え、
実践してきました。今度は立場を変え、社外取締役の一員として活動します。金
融業の経営に長年関わってきた経験も活かしながら、独立した第三者の観点か
ら問題提起等を行い、取締役会の一層の活性化等に寄与し、ステークホルダー
の皆様の負託に応えていきたい、と考えています。

財務戦略
●資金原価の低減を図る

収益力向上に向けた施策 
 ・管理会計の高度化（ミドルマネジメントの経営者意識醸成） 
 ・事務オペレーションとＩＴ強化（業務品質強化） 
 ・事業戦略推進のための人事戦略（採用/育成の強化） 
 ・新事業を生み出す基盤づくり（マーケティング機能の強化） 

リスク管理高度化に向けた施策 
 ・ポートフォリオ管理（リスクマネジメントの高度化） 
 ・連結経営強化（適正ガバナンスと効率運営）

資金調達手段の最適化

ALM（資産負債総合管理）の高度化

実行力の強化と
ガバナンス強化により、 
経営効率を向上させる取り組み

経営基盤強化戦略

収益力向上のための両輪である「事業戦略」と「財務戦略＆経営基盤強化戦略」を同時並行で実行する

事業戦略
●社会価値創造型企業への変革を目指すＮＥＣの中期計画と連動して成長を図る 
●国内及び海外のＮＥＣ顧客に対して、当社の持つノウハウを活用したソリューション営業を強化する

●ＣＳＶ経営を目指す顧客に対して、当社グループの持つ金融サービス、ＩＣＴ資産に関するサービス等を提供する 
●国内企業の海外進出、海外現地法人への支援を行う

●社会インフラ老朽化対応等のＰＦＩ事業を推進する 
●ＩＣＴ資産におけるＬＣＭ※1やＳＡＭ※2のサービスを提供することでＩＣＴ周辺事業を強化する
●地域経済の活性化支援を拡充する
●パートナーシップの強化による新しいニーズへの取り組みを推進する

●船舶、航空機、太陽光設備等の多様なアセットを扱い、事業ノウハウを向上させる 

ＮＥＣと共に
社会価値向上を目指す

社会価値を創造する
顧客基盤の拡充

ＣＳＶ観点の
新しいニーズの開拓
と事業化の推進

多様なアセット
への取り組み

※1 LCM：Life Cycle Management　　※2 SAM：Software Asset Management

　下記4つの事業戦略を展開すると共に、それらをサポートするべく財務戦略、経営基盤強化戦略を並行して展開し
ていきます。

中期計画2014の経営戦略の骨子

　本中期計画では、将来の収益源を確保するため、新規
事業への先行投資を進めていく予定です。また、リーマン
ショックや異次元金融緩和政策の影響等でリース資産の
利回りが低下しており、その影響が引き続き見込まれてい
ます。
　こうしたことから、一旦利益水準は落ち込むことが予想
されますが、その落ち込みを2016年度に当期の利益水
準まで戻すという目標となっています。

中期計画2014 経営数値目標

●流動性リスク、金利変動リスクのコントロールを強化する

連結経常利益

連結当期純利益

ＲＯＡ

自己資本比率

１６５億円（７７億円） ４０億円 ７０億円

５０億円 ２０億円 ４５億円

２.３％（1.1％） ０.６％ １.０％
１０.2％ １０.５％ １１.０％

2013年度 
（NETベース※） 2014年度 2016年度

※少数株主利益控除後のベース
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中期計画2014
当社の目指す方向性

009_7014458592607.indd   9-10 2014/07/29   14:50:35



PFI事業への取り組み

S P E C I A L  F E A T U R E

当社の目指すＣＳＶ経営の事例として、様々な社会インフラの課題解決に貢献する
PFI事業への取り組みをご紹介します。

社会インフラを構築する
PFI事業への参画を通して
CSV経営の一翼を担っていきます。

PFI事業とはどのようなものか、お聞かせく
ださい。

なぜ評価され、多くの案件で協業できたの
でしょうか？

今後の取り組みについてお聞かせください。

今原 : PFI（Private Finance Initiative：プライベート・
ファイナンス・イニシアティブ）とは、これまで行政が携わっ
てきた公共施設等の建設、維持管理、運営等を、民間の資
金、経営能力及び技術的能力を活用して、国や地方公共
団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共
サービスを提供するものです。当社は、全国約1,800の自
治体及び中央官庁ほぼすべてとの取引実績があり、官公
社会システム領域に強みを持つメーカー系のファイナン
ス会社という特色を生かして、PFI事業にも積極的に取り
組んでいます。

林 : 国や自治体は庁舎、宿舎等の公用施設、港湾・下水道
等の公共施設、そして図書館・給食センター等の文教施設
や医療・社会福祉施設等公益的施設に対し、1999年より
2012年までＰＦＩ事業を約４００件以上、総額４兆円規模
の事業を実施しています。また、安倍政権が掲げる成長戦
略でも、2013年から2022年までの10年間に12兆円規
模に拡大する方針が出ています。今後も、PFI案件は増え
ますし、当社も取り組みを強化していきます。

林 : 当社独自のソリューション提案を評価いただいたこ
とに加え、当社が加わることでコンソーシアムの中に第
三者的な視点が生まれ、モニタリング機能を充実させる
ことができたからです。さらに、事業計画を策定する際、
きめ細かい資金収支計画をベースとした、精緻で信憑性
のある適正なコストでの運営計画やリスクヘッジをも盛
り込んだ提案書を作成しました。その結果、協業各社様
や多くのお客様から、わかりやすく安心して事業を任せ
ることができるとの評価をいただきました。受注した案
件においては、コンソーシアムが設立したSPC（特別目
的会社）が通常20年以上存続することを踏まえ、当社が
請け負うプロジェクトマネジメント業務についても、長い
期間を見据えてしっかりと取り組み、評価と期待にお応
えしていきたいと思います。

今原 : 社会インフラの老朽化対策、東北復興、さらには東
京オリンピック開催に向けて、今後とも社会インフラの整
備が加速されます。その中で、国及び地方公共団体にとっ
て、ＰＦＩによる事業構築はその中核をなす整備手法であ
り、その件数、規模は一層増していくものと思います。今
後も、官公社会システム領域における強みを生かし、当社
独自のソリューションを提供できるメーカー系のファイナ
ンス会社として、ＰＦＩ事業に対し積極的に取り組み、CSV経
営の一翼を担っていきたいと考えています。

今原 : 日本のPFI事業は、主に施設建設を担う建設会
社、設備の設置・保守会社、事業運営会社によりコンソー
シアムが組成されていました。当社のＰＦＩ参画検討は
2010年からですが、様々な情報交換や営業活動を行う
中で、日本のPFI事業独特のニーズに気づきました。加
えて、コンソーシアムの中心となる大手建設会社、専門
性を有する運営会社、コンサル会社等との意見交換か
ら、個々の案件の様々なニーズに対し、当社の官公社会
システム領域における強みやメーカー系ならではの事

業者目線によって、当社独自のソリューション提案を行う
ことができると確信し、その活動を促進しました。コン
ソーシアム内での信頼獲得に時間を要しましたが、徐々
に評価され、今では多くの案件で協業させていただける
ようになりました。

今原　淳夫

林　隆志

執行役員
兼　官公社会システム営業本部長

官公社会システム営業本部　本部長代理
兼　P F I 推進室　室長

Q

今まで、どのような取り組みをされてきた
のでしょうか？Q

Q

Q

特集　   事業（CSV）特集1   

PFI事業の今後の可能性や展望について
は、いかがでしょうか？

今原 : これまでのPFIのスタンダードな方式は、BTO
（Build Transfer Operate）方式です。これは、民間事業
者が施設等を建設し、施設完成直後に発注者である官公
庁に所有権を移転し、民間事業者が維持・管理及び運営を
行うものです。所有権を移転する際の建設費は、官公庁が
一括または割賦で支払います。一方、維持・管理及び運営
については、官公庁がサービス料を支払う「サービス購入
型」が一般的です。このようなスキームが多いのは、官公
庁にとって効率的かつ効果的に公共サービスを提供でき
るからです。「サービス購入型」は2013年から2022年ま
で3-４兆円規模で実行される計画であり、引き続き、当社
もこれに注力していきたいと思います。

林 : 一方、施設の利用者から利用料をいただく「独立採算
型」も増えてきました。また、「独立採算型」の延長線上とし
て、空港や港湾、公園、水道等の公共施設の運営権を民間
事業者に移管して、民間事業者から官公庁がその対価を

Q

受け取る「コンセッション方式」という形態も出てきまし
た。そうした領域にも積極的に参画をすすめていきたいと
思います。
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S P E C I A L  F E A T U R E

ヘルスケアREIT設立に向けて 日本再生につながる観光活性化マザーファンド
「高齢化社会」の進展に伴い、介護施設の新規供給や安定した運営等が社会的な課題として重要性を高めてい
ます。NECキャピタルソリューションでは、株式会社三井住友銀行等、シップヘルスケアホールディングス株式
会社と共同で、ヘルスケアREITの設立を進めています。

2020年東京オリンピック開催に向け、日本政府は観光庁の訪日プロモーション（ビジット・ジャパン事業）の中で、
「訪日外国人2,000万人」を目標として掲げています。リサ・パートナーズでは、日本経済再生につながる観光業
の活性化を目指した「観光活性化マザーファンド」を設立しました。

社会貢献と新たな市場創造に向けた
ヘルスケア施設のインキューベーターとなる
ヘルスケアREIT設立を目指しています。

日本経済を元気にする
面で行う地域活性化を
全国規模で進めていきます。

ヘルスケアREITとはどのようなもので
しょうか。

中期計画の中での位置付けをお聞かせく
ださい。

ご苦労された点をお聞かせください。

今後の取り組みをお聞かせください。

観光活性化マザーファンドを立ち上げた
理由をお聞かせください。

これまでの事業再生との違いについてお
教えください。

観光活性化マザーファンドの今後をお聞
かせください。

主に有料老人ホームやサービス付き高齢者住宅や医療
モール等のヘルスケア施設に特化して投資するREITで
す。海外ではアメリカ、カナダ、シンガポール等で、REITと
して上場もされています。2013年11月、株式会社三井住
友銀行等、シップヘルスケアホールディングス株式会社と
当社が共同して、資産運用会社となるヘルスケアアセット
マネジメント株式会社を設立しました。

CSV観点ということでは、中期計画が策定される前からヘ
ルスケアREITに関して取り組んできました。当社は「事業
そのものが社会貢献」というコンセプトで、既にCSV経営
につながる活動を行ってきました。今後は、このような新
たなサービスや市場を創造していくことにも積極的に取
り組んでいきます。

新しいビジネスモデルであるので、オペレーショナルア
セットとしての施設の評価、国交省ガイドライン未整備
の中での運営体制の整備に苦労しました。

ヘルスケアREITは、当社にとって介護ビジネスに参画する
ゲートの１つだと考えています。ヘルスケア施設の中で、
快適で安心・安全なサービスを提供するためには、NECグ
ループが誇るICTソリューションが有効活用できるのでは
ないでしょうか。この分野は、まだまだ参画しているICT企
業が少なく、当社の能力が活かせる余地があると考えま
す。高齢化社会への貢献にもなり、ヘルスケア施設という
新たな市場の周辺ビジネスを拡大できるチャンスでもあ
ります。当社らしいCSV戦略の１つとして、社会価値向上
を目指して頑張ってまいりますので、ご支援よろしくお願
いいたします。

田中 : 観光産業の市場規模はおおよそ20兆円です。これ
は電気・電子部品や自動車、船舶と比較しても大きく、この
10年間の中で、これらの産業よりも市場規模が拡大して
います。さらに400万人以上の雇用も支えています。地方
の活性化、事業再生を手がけてきた当社として、この観光
産業を支えるシステムとして、地域経済活性化支援機構

（REVIC）、株式会社日本政策投資銀行（DBJ）と共に観光
活性化マザーファンドを組成しました。

長廣 : ほとんどの事業再生は、個々の企業や旅館等個社
単位の点の再生です。観光活性化マザーファンドでは、地
域全体の観光産業を構成する各社を連携し、一体化した
事業戦略のもとに地域の魅力を高めることを目的として
います。さらに地域間で蓄積されたノウハウを広域で共有
し、異業種を含めて連携していくことで観光産業の成長を
支えます。当社では、会津若松の東山温泉で面的な事業
再生を行った実績もあります。さらに地域ネットワークの
再生や活性化にも積極的に取り組んできた知見・経験を
有しているとREVICとDBJから評価されたこともパート
ナーとして選んでいただいた理由だと考えています。

新井 : 全体としては13億円規模のファンドです。当社で
は、これをマザーファンドとして、各地域の金融機関が子フ
ァンドを設立するサポートをすることで、全国に広げてい
こうと考えています。マザーファンドは2014年4月に設立
しましたので、今後は子ファンドを設立していく営業活動
を推進していきます。投資対象は、国内の旅館やホテル、
特産品メーカーや交通機関等になります。

田中 : 観光活性化は地域の経済活動を支え、地域社会へ
広く貢献できるだけでなく、日本経済の活性化に直結する
素晴らしい仕事です。当社グループの目指すＣＳＶ経営の
姿とも一致します。このような気持ちで、今後も全力で取
り組んでまいります。

新美　浩樹

田中　敏明 長廣　伸幸 新井　貴

営業推進本部　ソリューション部
事業開発グループ　マネージャー

株式会社
リサ・パートナーズ
代表取締役社長 取締役 取締役

Q

Q

Q

Q

Q

Q
Q

特集　   サステナビリティ（CSR）特集2   
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明るさが見えつつあるリース市場2014年3月期連結決算について

日本経済は、安倍内閣による経済財政政策「アベノミクス」に
よる異次元の金融緩和と機動的な財政政策を背景に、大企業
を中心に収益の改善が見られています。かつて8兆円超の市
場規模があったリース市場は、税務・会計制度の変更やリー
マンショックの影響等で2010年度には5兆円を切るまで落ち
込みを見せていましたが、足元では東日本大震災からの復興
需要やアベノミクスによる景気対策により2011年度から3
年連続で増加傾向に転じています。リースを活用した企業の

設備投資を推進する政策も出されています。
企業の倒産状況につきましても、リーマンショックを受け

て2008年には負債総額及び倒産件数が急増したものの、そ
の後は沈静化し、与信コストは低調に推移しています。また
資金調達環境は、異次元の金融緩和政策のもと、金利が低位
安定にて推移しています。

今後もこうした傾向が継続維持するか、また2度目の消費増
税が実現するか等がマクロ環境のポイントと考えています。

業界ポジション

東京証券取引所に上場している同業数社と比較すると、当
社の売上規模及び営業資産残高は小規模です。

上から4社は銀行を母体に持つ企業であり、規模を追求す
るビジネスモデルと考えられます。一方当社は、NECという

ICTテクノロジーの会社を母体に持ち、金融サービス会社で
ありながら、NEC及びICT分野へのチャネルを持つという強
みがあります。規模を追求する同業他社とは一線を画し、小
粒でもユニークな金融サービス会社を目指しています。

●リース取扱高の足元の動向（前年同期比推移） ●倒産状況（負債総額/件数）
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●売上高（2013年度） ●営業資産残高（2013年度）
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売上高はほぼ前年並みの2,283億円、経常利益は前年比
76.2％増の165億円、当期純利益は前年比15.2％増の50
億円となりました。経常利益の主な増減要因は右図の通りで
す。主力の賃貸・割賦事業は、リース業界の競争が激化して
いることや、低金利が続いているため、収益性が低下傾向に
あり、減益要因となっています。大幅な増益要因は、リサが運
営するファンドにおける大型の株式売却等です。この93億円
の中には、リサ以外のファンド出資者の利益（約88億円）が
含まれるため、当期純利益の前段階で少数株主利益として
控除されます。このため経常利益の増益幅に比べ、当期純利
益の増益幅は小さくなっています。

経常
利益

14/3期

賃貸・割賦事業
粗利益の減少

再リース
粗利益、満了・
解約粗利益

の減少
営業外収益
の増加

オペリース
粗利益の
増加

資金原価
の減少

貸付
収益
の減少

21

15

7
7 7

8
11

93

2
与信コスト
の増加

販管費
の減少

ファンド収益
の増加他

増益要因減益要因

165
経常
利益

13/3期

94

（単位：億円）
●経常利益の主要増減要因

日銀が実施している異次元金融緩和の影響もあり、資金
調達環境は良好な状況が続いています。また当社グループ
では調達の一元化を推進しており、資金調達コストが低減し

たことにより、資金原価率は前年比0.12％減の0.85％とな
りました。今後は、格付けの改善に向けて取り組むことで、調
達コストの低減を図りたいと考えています。

次期の売上高につきましては、小口リース撤退によるイン
パクトが続いているほか、当期に計上されたリサのファンド
の大型株式売却の反動減等から減収（1,900億円）を見込ん
でいます。また経常利益は40億円、当期純利益は20億円を
見込んでいます。

経常利益の減少要因は右図の通りです。リサのファンドの
大型株式売却に伴い、少数株主利益を控除したNET経常利
益77億円が当社の実力値となります。「リサとの決算期のズ
レによる差異」については、リサの決算月（１２月）と当社の決
算月（3月）のズレにより、1〜3月に発生したリサの収益の一
部（約10億円）を、重要性の原則から連結決算上は当期に計
上しています。本来は次期に計上される利益であるため、当
期では10億円の押し上げ要因、次期には10億円の押し下げ
要因となり、前年比で見た場合20億円の差異が発生してい
ます。また、当期のような大型株式売却は通常発生するもの
ではないため、特殊要因として、次期の見通しからは相当額
を控除しています。

（単位:百万円）

実績 予想

2014年3月期 2015年3月期 前年比
（％）

売上高 228,262 190,000 △ 16.8
経常利益 16,478 4,000 △ 75.7
当期純利益 4,990 2,000 △ 59.9
1株当たり当期純利益 231円78銭 92円88銭 −

経常利益

14 / 3期 14 / 3期 15 / 3期予想

少数株主
持分利益の控除

リサとの決算期の
ズレによる差異

大型ファンド
収益の

剥落

与信コスト
の増加

88

20 7

10

10

増益要因減益要因

40

経常利益

NET
経常利益

165

77

（単位:億円）

資金調達について

次期の見通しについて

枩山 聡一郎
代表取締役執行役員常務兼CFO

（出典：社団法人リース事業協会「リース統計」より当社作成） （出典：帝国データバンク「倒産集計」より当社作成）
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当社の財務状況全般につきまして、ご報告させていただきます。

2014年3月期の概況 当社を取り巻く環境とビジネスモデル

事業環境
当社は主力のリース事業を中心に事業を展開しています。
ここではリース事業を取り巻く事業環境と当社が置かれている業界ポジションにつきまして、
ご説明します。
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事業内容：リース、割賦販売

賃貸・割賦事業
主な対象商品

情報・通信関連機器（パソコン・サーバー等）、ソフトウェア、産業工作機械（工場設備）等

特  徴
契約実行高の約7割がICT製品、約
6割がNEC・NEC系販社を経由し
て仕入れを行ったもの、5割以上が
官公庁・自治体のお客様となってい
ます。
NEC製品等に対してメンテナンス・
リース等、メーカー系らしいリース
も提供しています。

78.5%

賃貸・割賦事業

営業貸付事業

リサ事業

その他の事業

社会価値の向上・
豊かな社会の実現への貢献

当社グループ
C
S
V
経
営
の
推
進

（グループビジョン及び企業理念の実現）

社会価値の向上・
豊かな社会の
実現への貢献

（グループビジョン及び
企業理念の実現）

NECの顧客基盤

当社独自の
顧客基盤

金融機関の顧客
（リサ商流）

官公庁、自治体

NECと一体化した
キャプティブリースによる差異化

銀行等他の金融業者にできない
当社独自のサービスによる差異化

地域金融機関と一体化した
金融のプロフェッショナル
スキルによる差異化

民間企業

官公庁・民間企業 NEC

当社
システム関連部門

民間企業（当社商流）

システム関連部門
CFO、財務部門

システム提案

リース等提案
案件紹介

相談型営業
ファイナンスを通した継続的な
コンタクト、投資ニーズの把握

当社の営業基盤

当社は、設立当初はNEC製品の販売促進を主目的とした
金融サービス会社でした。事業環境の変化から、「リースの、
そのつぎへ」を目指し、金融サービスの多様化を推進してい
ます。当社の強みは、金融サービス会社でありながら、NEC
及びICT分野へのチャネルを持つことです。NECと顧客基盤

を共有するだけでなく、当社独自の顧客基盤、リサが持つ地
域金融機関との営業基盤と、幅広い顧客基盤を有していま
す。当社の強みを生かし各顧客基盤にサービスを提供するこ
とで、社会価値の向上、ひいては豊かな社会の実現を目指し
ています。

NECとのビジネスモデル

当社とNECは戦略的なパートナーシップの構築を推進し
ています。NECがお客様に行うシステム等の提案活動に際
し、当社がその上流工程から参加し、その販売方法について
検討を 行い、「 チ ー ムNEC」として 提案活動を 行います。
NECは、競合先と差別化を図った提案ができ、当社として
は、他の金融サービス会社と競合することなく、商談を進め
ることができます。

リース契約は長期間（平均5年程度）にわたり、お客様とお
取引をするビジネスです。NECをはじめとするメーカーが
サービスを提供（販売）した後も、当社とお客様とは取引が続
いている状態であり、その後のお客様の課題をお伺いでき
ることもあります。こうしたお客様との関係構築から、逆に
NECに新規のビジネスチャンスを紹介することもあります。

執行役員　伊藤 慎からのメッセージ

株式会社リサ・パートナーズ　
代表取締役社長　田中 敏明からのメッセージ

執行役員常務　村井 克行からのメッセージ

取締役執行役員常務　青木 良三からのメッセージ

WindowsXP入れ替え需要や、企業のモバイルセキュリティ
ニーズの高まりを背景に「PITマネージドサービス」等、各種サー
ビスの契約が増加し売上増加に貢献しています。商品競争力の向
上、サービスメニューの多様化を推進し、コスト削減にも努めなが
ら収益化に向けて取り組んでまいります。

得意分野であるファンド事業で収益に貢献し、不動産の売却も
進んでいます。今後はさらにグループのパートナーシップを強
め、地域経済の活性化を始めとした社会課題解決・社会価値向
上に貢献してまいります。

前年の大型案件の影響もあり売上は減少しましたが、引き続き
収益力を維持しながら運営しています。前年度に営業体制を変更
して、業種面でも地域面でもお客様の声により柔軟に対応できる
ようになりました。今後とも大切なお客様の幅広いニーズに迅速
にお応えし、また多様なアセット（太陽光等再生可能エネルギー設
備、工場設備、航空機等）の積み上げに努めてまいります。

賃貸・割賦事業は当社のコアビジネスであり、収益の源です。官公庁／民需マーケット双方で今後の売上増加につながる契約実行
高※1が前年実績を上回りました。厳しい価格競争から低下した収益性の向上が今後の課題です。中期計画2014の事業戦略を推
進し、社会インフラに対応する取り組み等当社らしい取り組みを進めながら、ＣＳＶ経営の実現に向けて進んでまいります。

売上高

事業内容：
手数料収入、リース満了／中途解約物件を売却する中
古品売買、保守料の回収による手数料収入、集金代行
サービス、金融とICTを融合させたPITマネージドサー
ビス※2等

その他の事業 7.9%

事業内容：
リサが行う企業・債権・資産に対する投融資やアドバ
イザリー機能の提供

リ サ 事 業 12.1%

事業内容：
企業向け貸付（一般企業向けの融資）やファクタリング

（お客様が保有する売掛債権を当社に譲渡することで
資金の受け取りを早期化できるサービス）

営業貸付事業 1.5%
※

※1 契約実行高：リース取扱高ともいう。お客様と契約を結ぶ、受注した金額のことを「成約高」といい、リース契約を受注後、リースが実行されると「契約実行高（リース取扱高）」となる。
※2 PITマネージドサービス：PC（パソコン）だけでなく、周辺機器等も含めたICT資産の統合型ライフサイクルマネジメントサービスとして、機器の調達・導入から撤去・廃棄に至

るまでの運用・管理を一括してサポートする当社のサービス。詳細は、PITマネージドサービス専用ページをご参照ください。  http://www.pit-navi.jp/index.html 

ICT

NEC

NEC系販社

その他販売店 民需

ICT外

官公庁業種別
契約

実行高

ICT

NEC

NEC系販社

その他販売店 民需

ICT外

官公庁購入先別
契約

実行高

ICT

NEC

NEC系販社

その他販売店 民需

ICT外

官公庁機種別
契約

実行高 ●賃貸・割賦事業（契約実行高）に占める割合

※ 売上高は 受取利息相当分の た め、賃貸・割賦事業に 比べ て 
割合が低くなる
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当社グループは、リサをはじめとする連結子会社49社、
持分法適用関連会社5社で構成され、リース等を提供する賃貸・割賦事業、営業貸付事業、リサ事業、
その他の事業の4つの事業セグメントを有しています。
ここでは、当社の営業基盤及びNECとのビジネスモデルについてご説明します。

当社を取り巻く環境とビジネスモデル

セグメント別事業概要

当社のビジネスモデル
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NECキャピタルソリューション

お客様
Customer

株主・
投資家
Shareholders

環境
Environment

地域社会
Community

社員
Employee

お客様相談室
環境・復興支援シンジケートローン

DBJ環境格付
トップランナー機器取得事業融資

人事理念・7つの価値観・人事基本方針
教育施策 ２WAY制度

ワークライフバランス従業員連絡協議会
女性の活躍についてNEC Make-a-Difference Drive

飯館村への支援
NEC”TOMONI”プロジェクト

中古PCの提供

寄付活動
NEC CSR AWARDS 2013

環境会計

環境経営中長期計画「CSV by Eco」について
環境方針について

2013年度の環境経営目標と実績

「わくわく子どもの池プロジェクト」
2013年度の環境負荷軽減への取り組み

障がい者雇用について
労働安全衛生基本方針 衛生委員会

エコリース・エコファイナンス
社内エコファンド制度

機関投資家向けのIR活動
IRサイトによる情報提供の充実

株主優待制度及び寄付による復興支援
株主通信・株主様アンケート

ＣＳＲ行動指針とＣＳＲ推進体制

国際規格ＩＳＯ２６０００をベースとした経団連の『企業行動
憲章』１０原則を参考に、10項目の「ＣＳＲ行動指針」を定め、
CSR活動の向上を目指しています。活動状況は代表取締役

社長を委員長、役員・執行役員メンバーとしたＣＳＲ経営推進
委員会で定期的にモニタリングされ、重要方針の決定等を
行っています。

本業でのリスクを特定し、その他のリスクも積極的に洗い出し、対応していく
事業リスクとその対応

当社グループは、リスクマネジメント（管理）とリス
クコントロール（制御）は事業展開を決定する重要
な要素のひとつであると捉え、収益の源泉として管
理するべきリスクと収益の源泉とはならない削減す
べきリスクに分けて考えています。

当社グループの事業展開上のリスク要因となる
可能性があると考えられる主な事項、また、必ずし
も事業上のリスクに該当しませんが、投資判断上、
重要であると考えられる事項についても積極的に
開示しています。当社グループは、これらのリスク
発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生
した場合の対応に努める方針です。詳細は、有価証
券報告書「事業等のリスク」をご参照ください。

なお、右表は当社グループの事業展開に関連する
リスクをすべて網羅するものではありませんので、
ご留意ください。

リスク
分類 リスクの種類 リスクの名称

事業上の
リスクに

該当

収
益
の
源
泉
と
し
て
管
理
す
べ
き
リ
ス
ク

信用 信用リスク
海外取引のカントリーリスク ◆

金利 金利変動リスク ◆

為替 為替変動リスク ◆

価格変動

残価変動リスク※ ◆

株価及び有価証券価格変動リスク ◆

不動産変動リスク ◆

流動性 資金調達における流動性リスク ◆

その他 投資先リスク ◆

リース需要 設備投資の動向及び
リース業界における競合 ◆

削
減
す
べ
き
リ
ス
ク

グループ特性 NECの業績動向が当社グループに影響
するリスク

人材 人材の育成・確保に関するリスク
災害 自然災害によるリスク
制度変更 制度変更リスク

その他 重要情報漏えいリスク
内部統制の構築等に係るリスク

オペレーション システムリスク

コンプライアンス コンプライアンスリスク
（レピュテーションリスク）

●事業リスクとその対応

※残価変動リスク：中古価値が見込めるリース物件について、リース満了時の残存価値（残価）を設
定したオペレーティング・リースを行う際、当初設定した残価を下回る価格で売却する場合に損
失が発生するリスク。

21世紀金融行動原則

この行動原則は、持続可能な社会形成のために必要な責
任と役割を果たしたいと考える金融機関の行動指針です。当
社は2011年12月に 署名を 行い ました。「 環境・復興支援
シンジケートローン」（Ｐ２1）の取り組みは、多様なステークホ

ルダーの連携によって、環境・社会への貢献の輪を拡大した
との評価を受け、預金・貸出・リース部門のグッドプラクティ
スに選定されました。

ＳＭＢＣサステイナビリティ評価融資による外部評価

リース会社で初めての評価を受け、エコ資金として50億
円の調達を行いました。結果、ＡＡ（ＡＡＡ〜Ｅの７段階中、上
から２番目）と高い評価を受けることができました。結果を
経営活動や本統合レポート作成に反映し、継続して取り組

む予定です。
※ＳＭＢＣサステイナビリティ評価融資：株式会社三井住友銀行（ＳＭＢＣ）が、株式会
社日本総合研究所と作成した独自の評価基準により、企業の環境(E)・社会(S)・ガバ
ナンス(G)側面の情報開示とサステイナビリティへの取り組み等を評価し、その結
果に応じて行う融資のしくみ。

※２１世紀金融行動原則（持続可能な社会の形成に向けた金融行動原則）詳細：
http://www.env.go.jp/policy/keiei_portal/kinyu/gensoku.html

●事業を通じて関わるステークホルダー
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当社は企業理念を実践するために、事業活動そのものがＣＳＲ活動となることを目指し
策定した「ＣＳＲ行動指針」を基にＣＳＲ活動の実行・推進・モニタリング・見直しを恒常的に行い、
ＣＳＶ経営を推進しています。

当社を取り巻く環境とビジネスモデル

事業リスクとその対応
サステナビリティ

当社のサステナビリティ
当社グループは、「中期計画2014」においても経営基盤強化戦略のひとつとして
リスク管理高度化に向けた施策を掲げて取り組む等、
全社を挙げてリスク管理に取り組んでいます。
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震災復興支援を目的とした本シンジ
ケート・ローンに、今回もコ・アレン
ジャーという立場で参加させていただ
けたこと、また全国各地の金融機関に
ご賛同いただけたことを大変嬉しく
思っております。今後も被災地にある
金融機関として、ＮＥＣグループのお力
もお借りし、東北の復興と更なる発展
に貢献して参ります。

東日本大震災の被災地域に対し、
当社が出来ることを考え、本取り組み
は 始まりました。日本政策投資銀行
様・七十七銀行様をはじめとした金融
機関様、NECグループのご賛同をい
ただきながら第三弾の組成を迎えま
した。今後もこの輪を広げると共に、
東北地域の発展に向け取り組んで参
りたいと思います。

お客様に最適なソリューションを提供するため、
スピーディかつ柔軟な対応を進め、お客様満足度の向上に努めています。

取締役からのメッセージ

　お客様の経営課題に対して柔軟かつスピーディな金融ソリューションをご提供す
ることにより、お客様の事業拡大や業務効率化を全力でお手伝いすることが当社の
ミッションだと認識し、きめ細やかな提案活動を行ってまいります。

取締役執行役員常務  青木　良三

お客様相談室
お客様に対する取り組み

お客様相談室を設置し、様々なご意見・ご相談を受けています。いただいたご要望等を一元管理し、サービスレベルを向上さ
せる体制を整えています。

エコリース・エコファイナンス
環境ファイナンスへの取り組み

当社は、環境問題解決に資する機器・設備導入や取り組みを
推進するため当社独自のアセスメント基準によって認定される
エコリース・エコファイナンスに積極的に取り組んでいます。

　　　　ＣＳＲレポート2013特集「環境ビジネスへの取り組み」
http://www.necap.co.jp/company/csr/report/2013/sustainability/
future1.html

社内エコファンド制度
エコリース・エコファイナンスのうち、環境負荷軽減に大

きな効果が期待できる案件等について、社内エコファンド制
度を設けています。エコ資金を原資として特別優遇金利を適
用し、環境ビジネスへの取り組みを活性化しています。エコリース・エコファイナンス事例

２０１３年度太陽光発電事業実績　成約ベース　約40億円（10件）

参 考

DBJ環境格付※

環境に配慮した資金調達の取り組み

環境等に配慮した資金調達（エコ資金）等を活用することに
より、エコリース・エコファイナンス物件の導入を推進してい
ます。

2013年度は「DBJ環境格付」で208点（250点満点）の評価
を受けました。2004年にリース業界で初の格付を取得して以
来、10年連続で「環境への配慮に対する取り組みが特に先進
的」という最高ランクの格付を取得し、エコ資金を調達してい
ます。また、環境金融のモデル企業として昨年に続き特別表彰
されました。

同行とは、環境に配慮した事業経営を指向する企業の取り
組みに対して、協働で支援することを目的として「環境対策を
促進する事業に関する業務協力協定」を締結しています。

トップランナー機器※取得事業融資
現在商品化されている機器のうち最も省エネ性能の優れ

ているものに対する経済産業省による利子補給制度を活用
した融資です。2013年度はトップランナー基準を満たす
NEC製機器の調達に対して融資が行われました。

※DBJ環境格付：DBJが開発したスクリーニングシステム（格付システム）により企
業の環境経営度を評価、優れた企業を選定し、得点に応じて3段階の適用金利を設
定するという、「環境格付」の専門手法を導入した世界で初めての融資メニューで
す。

※トップランナー機器：「エネルギーの使用の合理化に関する法律」に定められたトッ
プランナー基準（エネルギーを多く使用する機器ごとに省エネルギー性能の向上を
促すための目標基準）をクリアした機器。電子計算機（パーソナルコンピュータ等）や
複合機等29品目がある。

調達先 エコ資金制度の内容 調達額

株式会社
三井住友銀行

トップランナー機器取得事業融資 70億円
SMBCサステイナビリティ評価融資 50億円
SMBC事業継続評価融資 10億円

株式会社
日本政策投資銀行他 環境・復興支援シンジケートローン 120億円

●2013年度エコ資金調達の内訳

環境・復興支援シンジケートローン
震災復興支援のための取り組み

東日本大震災被害からの復興支援を主目的とした「環境・
復興支援シンジケートローン」の第三弾を組成しました。こ
の取り組みは、「DBJ環境格付融資」に基づき、株式会社日本
政策投資銀行（DBJ）及び全国各地の金融機関で組成された
シンジケート・ローンにより、環境に配慮した事業経営を指

向する企業・公益法人等の取り組みへの支援や、大震災によ
る被災地復興を支援するものです。この資金調達をもとに、
NECと連携し、東北地域における同社製のICT製品をはじめ
とする環境性能の高い機器を対象とした取引等についても
特別優遇料率を適用するキャンペーンを行いました。

●業界の枠を超えた協業の拡大

環境・復興支援
シンジケート
ローン

No.1
2012年2月

60億円

No.2
2013年3月
130億円

No.3
2014年3月
120億円

環境・復興

エコ製品の提供 七十七銀行主に東北地方

地域企業

自治体
DBJ

（18社）

アレンジャー兼
貸付人

DBJ環境格付

全国の
金融機関

七十七銀行

（15社）

全国の
金融機関

七十七銀行

岩手銀行

東邦銀行

みちのく銀行

仙台銀行

大東銀行

当  社

※　グリーン購入ネットワーク（GPN）：グリーン購入の取り組みを推進するために1996 年に設立された、企業・行政・消費者のネットワーク
　　http://www.gpn.jp/index.html

社外からの評価
グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）※ グリーン購入大賞・環境大臣賞
２１世紀金融行動原則 グッドプラクティス

株式会社七十七銀行
東京支店
融資グループ  
梶原　康太様

財務部
財務グループ  
竹内　航平

Voice Voice
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サステナビリティ

お客様に対する取り組み
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取締役からのメッセージ

人事理念

ICT＆金融ソリューション企業への変革を、個人として主導
し、組織として具現化できる人材を育て、公正に評価し、
報います。

　当社は人事理念に基づき、業務知識と顧客満足の両面で力を発揮できる人材の
育成に取り組んでいます。また、社員一人ひとりの能力が活かされる明るく働きやす
い職場づくりを目指しています。

代表取締役執行役員常務兼ＣＦＯ  枩山　聡一郎

人材育成方針
7つの価値観
・ お客様を起点  ・イノベーションの創出
・ 高き倫理観  ・本質の追究
・ 多様な考えを尊重  ・チャレンジスピリット
・ やり抜く

教育施策
人事理念実現のためには、社員一人ひとりが、高い専門性

と自律的な行動、さらに市場環境変化に対応できる能力を身
につけることが必要です。当社では人事理念に基づき、制度
の的確な運用や戦略的な人事ローテーション、充実した教育
体系の構築に取り組んでいます。

2WAY制度
社員コミュニケーション

年に1回、異動希望を含めたキャリアプランについて、部下
と上司が話し合う自己申告の「2WAY制度」を設けています。
これは、部門でのコミュニケーションツールとしても活用され、
職場の活性化につながっています。さらに希望する社員は、

「人事直行便」という制度で、上司を経由せずに自分の意見を
直接人事や経営陣に届けることができます。

従業員連絡協議会
「従業員連絡協議会」では、事業運営・労働条件・職場環境・福利厚生等に関して、社員と経営幹部が率直で活発な議論を交わ

しています（年2回）。議事録は全社員へ開示されます。

社員

申告 自分の意見（会社や職場への提案）

話し合い キャリアプランや
会社・職場への意見

①社員一人ひとりの状況を把握
②社員からの意見を経営施策や
　業務運営に役立てる

上司

経営陣

人事G

自己申告「2WAY制度」

「人事直行便」

女性の活躍について
ダイバーシティへの取り組み

現状ではいまだ管理職が少なく、会社としても最優先で取り
組むべき課題と認識していることから、社内有志を募り「女性
活躍推進プロジェクト」を実施しました。全10回のミーティン
グを行い、まずは女性が活き活きと働く上での課題を整理し、
経営陣と共有しました。今後はプロジェクトメンバーとも協議
しながら更に具体的な対策を講じていく予定です。

障がい者雇用について
多様な働き方やダイバーシティ推進のため、障がいのある

方の雇用にも注力し、障がいの状況に合わせて業務上、健康
上、環境上の配慮を行っています。たとえば、オフィスは床・
廊下共に段差がなく、オールフラットな造りになっています。
オフィス内の導線についても、デスク間の幅を広くとってお
り、車いすでの移動も可能です。

ワークライフバランス

社員のワークライフバランスを支援するため
に、育児や介護に係わる休職制度を整えるほか、外
部委託カウンセリングの導入、同好会活動の支援
等により働きやすい環境整備を進めています。

一人ひとりの能力を活かすための教育施策と共に、
豊かな職場づくりに向けた取り組みを推進しています。

社員のために

社員教育

チャレンジ制度
社員を対象とした自己啓発制度です。求められる能力向上につながるコースを必修
コースとして増加しました。また、若手層は受講費補助率100%として、若手が負担
なく教育できる体制を整えました。

中堅社員研修 新任管理職研修、幹部候補人材選抜研修、グローバルチャレンジ人材育成等を実施し
ています。

内々定者向け
研修

内々定通知から内定式までの間、同期意識の醸成、学生から社会人へのマインドの切
替、コミュニケーション促進や社会人としての知識・スキルを向上することを目的とし
て研修を実施しています。

新入社員研修

入社後約2ヶ月間の研修を実施します。そこでは基本的なビジネスマナーや事業につ
いて学ぶと共に、営業部門や営業関連部門の現場に入り、現場研修を行います。また、

「チャレンジ！問題解決プログラム」と称し、OJDリーダー・責任者からの指導・アドバイ
スを受けながら、各職場において解決・改善すべきテーマを設定し問題解決に取り組
むことでＰＤＣＡサイクルを体得する機会を設けています。

なかでも教育体系の構築に関しては、社員個人の能力開
発にフォーカスしています。当社は7つの価値観を体現する
人材を育成するために、社員に求める能力を明確にし、各種
教育施策によって社員の気付き・動機づけを促し、自主的に
学習する風土を定着させています。

育児休職・育児短時間勤務制度

その他の制度
介護休職制度、ファミリーフレンドリー休暇制度、雇用延長制度、営業支援制度（60歳を超える方の雇用）等

外部委託カウンセリング（社員メンタル面サポートプログラム「EAPカウンセリング」の導入）

基本方針
労働安全衛生

当社で は、「 作業環境整備、健康管理推進、防災対策推
進、自動車事故撲滅を労働安全衛生上の課題とし、健康安
全な職場を形成する」という基本方針のもとで、人事部、総
務部および健康管理センターが中心となって、諸活動の推
進に取り組んでいます。

衛生委員会
健康障害防止および健康保持増進に関する諸活動の推進

徹底を図ることを目的とし、人事部長を委員長とする衛生委
員会を毎月開催しています。

本社移転
2013年11月に本社移転を行いました。オフィスは仕切りを最小限にし、ミーティング等に

自由に使える「コラボレーションスペース」を設けコミュニケーションの活性化を図っていま
す。また、会議室にディスプレイを設け、シンクライアントＰＣを導入し、会議のペーパーレス化
を実現しました。

サステナビリティ
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生物多様性を学び自然との共生を考える取り組み

当社では、未来を担う子どもたちに「自然と自分とのつながり」や「生きものを守ること
の大切さ」を伝えるため、2007年からビオトープづくりを通じた環境教育プログラムを提
供する社会貢献活動「わくわく子どもの池プロジェクト」に取り組んでいます。（累計33校）

わくわく子どもの池プロジェクト情報発信サイトでは、活動の様子をブログ形式で
報告しています。
http://www.necap.co.jp/company/biotop/index.html

取締役からのメッセージ

　当社は業界に先駆けて1999年にISO14001を取得し、環境経営を推進してきま
した。また「リースは循環型産業である」との考えを早くから示し、事業を通じてお客
様や社会の環境正価（成果）並びに業界全体の環境意識向上にも貢献してきました。
グループビジョン達成に向けて環境方針を見直し、さらに高いレベルでの環境活動
を行っていきます。

代表取締役執行役員常務兼ＣＦＯ  枩山　聡一郎

環境方針について
環境経営

当社グループビジョンを実現するために、環境経営の行動
指針として「環境方針」を制定しています。

この環境方針で掲げる「低炭素社会構築」「循環型社会構
築」「自然との共生実現」を目指すために「バリューチェーンと
共に」課題解決を目指し、「自らの事業活動を常に見直し」、

「環境関連法規制」等を遵守することを宣言しています。

NECキャピタルソリューション環境方針
バリューチェーンと共に社会的課題解決と経済価値を創出するエコ
ビジネスを拡大することにより、低炭素・循環型社会構築に貢献
します。
社会やお客様の視点に立って自らの事業活動を常に見直し、効率
的・効果的に業務を遂行することにより、環境負荷軽減を推進し
ます。
自然との共生実現に向けて、資源循環可能な社会・環境作りを積
極的に推進します。
環境関連法規制、及び当社が同意するその他の要求事項を遵守し
ます。

2014年7月1日制定

環境経営中長期計画「ＣＳＶ ｂｙ Ｅｃｏ」について

2013年度の環境経営目標と実績 環境会計

環境方針を受けて、将来実現すべき環境経営の到達点と
して環境目的を設定し、環境経営中長期計画「ＣＳＶ by Eco」
を制定しました。「ＣＳＶ ｂｙ Ｅｃｏ」を実行することにより中期
経営計画達成を目指します。

2013年度は6つの環境経営目標を設定し、自社の環境負
荷だけではなく、お客様や社会の環境課題解決に向けた活
動を行いました。

当社では、エコリース・エコファイナンスによる環境への貢
献と企業の利益（Gross Profit＝総利益）という経済効果を検
証し、環境保全コストと環境保全効果を算出しています。

また、環境性だけでなく、収益性、社会性、実行可能性、継
続的改善性を加えた独自の手法で、これら活動の評価を行っ
ていきます。

環境目的
中期計画 長期計画

～2016年度 ～2019年度 2023年度
CSVを具現化するエコビジネスの発掘・拡大により低炭
素・循環型社会構築に貢献

CSVを具現化するエコビジネ
ス発掘に向けた活動の実践

お客様・パートナーと共に
エコビジネスモデルを構築

CSVを具現化するエコビジ
ネスの取り組み拡大

循環型社会構築を支援するリース・レンタル品の適正処
理と価値の最大化

満了品３R高度化に向けた体
制構築

新たな３Ｒ関連ビジネスモデ
ルの構築

３Ｒ関連ビジネスモデルの
収益率向上

金融エコバリューチェーン構築・拡大 金融機関との新たな協働の
仕組みの創造

金融エコバリューチェーン構
築と拡大

金融エコバリューチェーンと
の協創

自然共生社会構築に向けて子供たちが将来自発的アク
ションがとれるようになるきっかけづくり

わくわく子どもの池ＰＪの展
開に向けた仕組み作り

わくわく子どもの池PJの自
治体・NECGとの連携強化

自然共生社会実現に向けた
面的活動の拡大

PDCAサイクルの進化による継続的な業務改善 改善PDCAサイクル構築に
向けた意識改革

環境変化・事業拡大に対応
可能な体制作り 業務改善による収益率向上

項目 目標 実績 評価
社内エコファンド申請
及びエコビジネス提案※ 376ポイント 425ポイント ◎

エコリース・エコファイナンス
の成約 54,576件 66,986件

（成約高811億円） ◎

リース満了品の売却 150百万円 185百万円 ◎

環境関連資金調達 221億円 221億円 ◎

わくわく子どもの池
プロジェクトの推進 造成3件 造成3件 ◎

働き方の変革による
業務効率化提案 74件 74件 ◎

2013年度の環境保全コストと効果

環境保全コスト
投資額 742億円

費用額 54億円

環境保全効果 876億円

2013年度ビオトープ造成実績
港　区 青南小学校
墨田区 第四吾嬬小学校、梅若小学校

2013年度の環境負荷軽減への取り組み
環境負荷軽減への取り組み

当社グループでは事業活動に伴う環
境負荷軽減にグループ一体で取り組ん
でいます。

今年度よりグループ全体での活動内容
とその結果をお知らせします。

2013年度はグループ会社を一ヶ所に
集約して最新のエコビルへの移転を行い
ました。移転前後の徹底した省エネ・省資
源活動、及び大半のICT機器を省エネに優
れた最新機器に入れ替えることにより、大
幅な環境負荷軽減を実現しました。
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※「社内エコファンド制度申請」を1件5ポイント、お客様への「エコビジネス提案」を
1件1ポイントでカウントしています。「社内エコファンド制度」とは、お客様と社会
の環境負荷軽減に大きな効果が期待できる案件について特別優遇金利を適用す
る、当社の社内制度です。

●エネルギー使用量

「わくわく子どもの池プロジェクト」
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新たなグループビジョンのもと、事業を通じて気候変動への対応や生物多様性への配慮等への取
り組みをグループ全体で推進しています。

サステナビリティ
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部門長からのメッセージ取締役からのメッセージ

　企業理念に沿って、様々な社会貢献活動、被災地支援等を行っています。また、ＮＥ
Ｃグループの一員として「NEC Make-a-Difference Drive(MDD活動) 」に賛同
し、地域コミュニティの活動に参加しています。

　当社はＩＲ活動の基本方針として、企業価値の向上及び収益の適正な還元により、
株主・投資家の皆様からの信頼と期待に応えることを目指しています。また、情報開
示に関しては、「株主・投資家の皆様に当社に対する理解を深めていただき、適正な
投資判断をいただくよう、有用な情報を適時、公正、公平に開示する」ことを基本姿
勢としています。継続的にＩＲ活動の改善・向上に取り組むことで株主・投資家の皆様
に対する説明責任を全うし、より透明性の高い企業経営を行っていきます。

コミュニケーション部長兼経営企画部CSV経営推進室長  児玉 誠一郎

代表取締役執行役員常務兼ＣＦＯ  枩山　聡一郎
震災復興支援

機関投資家向けのIR活動

2013年度の主な活動

株主・投資家とのコミュニケーション
■ＮＥＣ“TOMONI”プロジェクト

ＮＥＣグループでは、東日本大震災復興支援活動として「ＮＥＣ
“TOMONI”プロジェクト」を2011年7月に立ち上げました。
2013年度も継続して、グループ社員が実際に被災地へ行き、
ボランティア活動を行っています。

被災地の一日も早い復興を祈念すると共に、今後も被災
地の状況・ニーズを読み取り、ＮＥＣグループの力を結集した
支援を、社員の参画、自治体やNPOをはじめとするステーク
ホルダーの皆様との協力で継続的に行っていきます。
NEC “TOMONI” プロジェクトについて：
http://jpn.nec.com/community/ja/disaster/index.html

■飯舘村への支援
福島県飯舘村は農業等が産業の中心でしたが、震災による

福島第一原子力発電所の事故のため、住民の方は現在も村外
で避難生活を続けています。「いいたてカーネーションの会」
は、仮設住宅で暮らす主婦・高齢の女性たちが生活の立て直し
に向けて組織した会で、着物をリメイクした手芸品の製作・販
売を行っています。当社は継続して同会を支援しています。

機関投資家やアナリストの方との個別面談を定期的に実
施しており、可能な限り、社長あるいはCFOが直接ご説明す
るようにしています。また、年2回決算説明会（年間、中間）を
実施しており、社長及びCFOが説明者として出席していま
す。また昨年は、外国人投資家向けのIR活動の一環として、
イギリス、香港、シンガポールへの海外IRを実施しました。今
後も定期的に訪問を計画していく予定です。

中古PCの提供
2007年度より継続してリース満了品の中から再使用可能な

ICT機器の寄贈を行っています。2013年度は、NPO法人イー・

ＮＥＣ Make-a-Difference Drive

株主通信・株主様アンケート

ＮＥＣグループでは、「豊かな社会の実現」に向けた社会貢
献活動の一環として、全世界のＮＥＣグループ社員が世界各
地のコミュニティで様々な地域社会貢献活動を行う、「ＮＥＣ 
Make-a-Difference Drive」を実施しています。

株主通信「ＮＥＣキャピタルソリューションＲＥＰＯＲＴ」を年4回
発行しています。ホームページでタイムリーな情報提供を行う
と共に、紙媒体の長所を活かし、株主や投資家の皆様に業績や
トップメッセージ、トピックスの情報提供を積極的に行っていま
す。また、年2回、株主通信にはがきを同封し、株主アンケート
を実施しています。2013年6月・12月に実施したアンケート
の返信は累計2,700通以上にも及び、事業運営やIR活動等に
対する貴重なご意見を多数頂戴しました。このアンケートを、
株主の皆様との重要なコミュニケーションの機会ととらえ、社
長及び担当役員が拝見しています。こうしたコミュニケー
ション活動を積み重ね、今後の事業活動に着実に反映させて
いくことで、企業価値の向上を目指しています。

ＮＥＣ CSR AWARDS 2013
ＮＥＣ CSR AWARDSは、ＮＥＣグループ全体の活動の中か

ら、環境・CS・社会貢献の3部門において、ステークホルダーと
信頼関係を築いている優れた事例を表彰するものです。
2013年度当社は環境・復興支援シンジケートローン（Ｐ21）の
事例で、環境賞の環境コミュニケーション部門賞を受賞しまし
た。

その他の主な活動
主な内容 説明 金額等
寄付型自動販売機の導入 飲料を購入すると、購入費のうち2円がジャパン・カインドネス協会の「ゆび募金」を経

由し、公益財団法人日本盲導犬協会へ寄付される 37,270円

エコキャップ
（ペットボトルのキャップを収集）

NPO法人エコキャップ推進協会を通じて再資源事業者に売却した収益で、途上国に
ワクチンを届ける

エコキャップ26,445個を収集
→ワクチン30.7人分と193.8kg分のCO2削減に貢献

献血 日本赤十字社の献血活動に参加し、安全な血液の安定的な確保に協力する 年2回・90名の協力

不要カレンダー等の寄贈 NPO法人日本災害救援ボランティアネットワークが行う「チャリティカレンダー市」で
安価に販売・提供され、売上が国内外の災害被災者への支援活動に役立てられる 435部のカレンダー等

収集活動による開発途上国支援 NPO法人地球の友と歩く会、ハンガー・フリー・ワールド等を通じて、開発途上国の教
育や自立支援に役立てられる

使用済み切手2,190グラム　　　　　書き損じはがき301枚
使用済みプリペイドカード・ディズニーパスポート3枚

エルダーが実施している「リサイクルPC導入プログラム」に対
し、社内PCの入れ替えによって生じた高性能使用済みノート
PC40台を提供しました。寄贈品は、ICT環境の整備が十分整っ
ていない小・中・高等学校等の教育現場に提供されます。

当社は、今後もリース満了品の有効な再活用を進めること
により、環境負荷を軽減すると共に、地域に貢献する活動を展
開していきたいと考えています。

IRサイトによる情報提供の充実
当社は2014年4月にオフィシャルサイトのリニューアルを

行いました。これに伴い、IRサイトのコンテンツを見直しまし
た。従来からご用意しているIR関連の開示資料のアーカイブ
に加えて、会社紹介コンテンツ「よくわかるNECキャピタルソ
リューション」や決算説明会の資料等に頻出する用語を説明
する「IR用語集」、当社の適時開示情報を迅速にお伝えする

「IRメールニュース」を新設しました。当社は、幅広い投資家
の皆様のニーズにタイムリーにお応えするべく、継続的なサ
イトの充実に取り組んでいきます。

株主優待制度及び寄付による復興支援
株主の皆様からの日頃のご支援にお応えすると共に、当社

株式の投資魅力を高めることで、多くの株主の皆様に長期間
にわたって保有していただくことを目指し、長期保有優遇の
株主優待制度を実施しています。

また、当社では、株主の皆様が優待品のお受け取りに代
え、優待品相当額の寄付を選択できる制度を設けています。
2013年度は、2011年度から引き続き、寄付先を日本赤十
字社の「東日本大震災義援金」としています。138名の株主
様にご賛同いただき、当社を通じて総額385,000円を寄付
しました。
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地域社会のために
企業理念に沿った社会貢献活動を展開すると共に、
被災地支援活動等様々な取り組みを行っていきます。

密なコミュニケーション活動を積み重ねることで、
企業価値の向上を図っていきます。

サステナビリティ
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取締役からのメッセージ

　当社はコーポレートガバナンスの強化が、企業の持続的成長を可能ならしめ、企業
価値の最大化をもたらすための最重要課題と位置づけ、経営の機構改革に取り組ん
でいます。

取締役執行役員  今関 智雄

監査機能の強化
コーポレートガバナンス

監査役4名（うち社外監査役2名）による監査役会を定期的
に開催し、監査計画に基づく監査の実施状況や経営情報につ
き意見交換しています。

監査役は、取締役会をはじめ、経営会議やその他の社内の
重要会議に出席するほか、代表取締役社長との間で月１回会
合をもち、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の
状況、監査上の重要課題等について意見交換すると共に、取締
役及び社員から業務執行について、直接聴取を行っています。

また監査部は、内部監査を通じて業務の改善に向けた具体
的な助言・勧告を行うと共に、内部統制の整備及び運用に関す
る助言及び運用状況の評価を行っています。

取締役は8名であり、そのうち4名は社外取締役です。また、
社外取締役のうち2名は、当社グループ及び主要株主との間
に利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるお
それのない独立性のある社外取締役を選任し、東京証券取引
所の定めにもとづき独立役員として届け出ています。

当社が社外取締役に期待する役割は、企業経営全般に対し、
高い見識と豊富な経験をもとに社外の客観的見地から経営上
の助言を得ることです。

また、取締役会の任意の諮問機関として、過半数が社外取締
役で構成される報酬委員会を設置して役員報酬に関する方
針・水準・制度について審議しています。

社外取締役の役割

会計監査人

営業・スタフ部門

執行役員

代表取締役社長

経営会議
連携

連携

連携

内部監査

会計監査

選任・解任

監査

選任・
解任・
監督

選任・解任 選任・解任

監査役会
監査役

取締役会
取締役

株主総会

監査部

コンプライアンスの考え方と推進体制
コンプライアンス

NECキャピタルソリューショングループ行動規範を策定し、
当社グループ各社の役員及び社員が、日常のあらゆる事業活
動において関係法令の遵守徹底と、社会倫理に適合した行動
をとることを明言しています。

また、これを確実に実行していくため、当社グループ各社の
役員及び社員を対象としたコンプライアンス教育を実施する
と共に、社内報等により、コンプライアンスに関する啓発と情
報発信を社員に向けて実施しています。

コンプライアンスの推進体制としては、四半期に一度開催さ
れる内部統制委員会において、全社の取り組みを横断的に統
括しています。また、日常的なコンプライアンス監査として、監
査部が法令、定款、諸規程等の遵法状況に関する内部監査を
行っています。

不正行為に気づいた社員が、匿名で通報することができる
内部通報窓口を社内及び社外に設けています。

また、通報者に対して、不利益な処分等が行われないよう措
置を講じています。

当社は、社会の秩序や安全を脅かす暴力団等の反社会的勢
力を社会から排除していくことが社会共通の重要課題である
ことを認識し、社会的責任のある企業として、以下のとおり反
社会的勢力に対する基本方針を定めると共に、この基本方針
実現のための体制を整備します。 

「NECキャピタルソリューショングループ行動規範」によっ
て、当社グループ各社の役員及び社員の企業倫理、コンプラ
イアンス意識向上を常に図っています。

●コーポレートガバナンス体制図

内部通報制度

反社会的勢力排除の基本的な考え方

反社会的勢力に対する基本方針

1.反社会的勢力とは一切の関係を遮断します。

2. 不法・不当な要求はこれを拒絶し、裏取引や資金提供を行いま
せん。また、必要に応じ法的対応を行います。

3. 反社会的勢力への対応は、外部専門機関と連携しつつ、組織的
かつ法的に対応します。

行動規範における基本姿勢

1.私たちは、あらゆる企業活動の場面において、関係法令及びこの
規範をはじめとする社内規程を常に遵守し、すべての企業活動が
正常な商習慣と社会倫理に適合したものとなるよう努めます。

2.私たちは、あらゆる企業活動の場面において、すべての人の基
本的人権を尊重します。また、人種、信条、性別、年齢、社会的身
分、門地、国籍、民族、宗教または障害の有無等の理由による差
別や個人の尊厳を傷つける行為を行いません。

3.私たちは、お客様、取引先、従業員等の個人のプライバシーを
尊重します。

4.私たちは、NECキャピタルソリューショングループと利害関係
をもつすべての者との間で公平・公正かつ透明な関係を維持
し、公正な取引を行います。

5.私たちは、NECキャピタルソリューショングループの正当な利
益に反して、自分や第三者の利益をはかるような行為を行いま
せん。

6.私たちは、NECキャピタルソリューショングループの信用、名誉
を毀損するような行為を一切行いません。

7.私たちは、内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用します。

8.私たちは、財務・会計関係をはじめとするすべての記録を正確
かつ公正に行う等、関係法令及び社内規程に従って、適正に業
務を遂行し、不正な会計処理及びNECキャピタルソリューショ
ングループに損害を生じさせる行為等を決して行いません。

9.私たちは、常に社会人としての自覚を持ち、高い道徳観、倫理観
に基づき社会的良識に従って行動します。

行動規範

当社グループ各社の役員及び社員一人ひとりが、全ての企
業活動の根本であるコンプライアンスの必要性・重要性につ
いて理解し、「ＮＥＣキャピタルソリューション行動規範」に規定
された各規程に従って、適切に業務を遂行していくために、毎
年コンプライアンス教育を実施しています。

コンプライアンス教育
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事業活動の基盤として、法規制の遵守はもとより
健全で透明性の高い組織体制の構築と企業運営を推進しています。

コーポレートガバナンス
サステナビリティ
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内部統制システム

基本方針

内部統制

情報セキュリティ

当社は「内部統制システムの整備に関する基本方針」に基づき、代表取締役社長の指導の下、取締役及び社員が一丸となって実行
するものとし、不断の見直しによってその改善を図り、適法かつ効率的な企業体制を整備しています。

当社は、事業の特性上、当社の情報システム及び当社が独
自に所有する情報、顧客や取引先等から提供された情報等、多
くの機密情報を取り扱います。

このため、適切なセキュリティ対策を講じることにより正常
な企業活動及び組織運営を維持し、顧客や取引先等からの信
頼を得ることを目的として、情報セキュリティに関する基本方
針を定めています。

2006年に情報セキュリティマネジメン
トシステムの国際規格であるISO27001
の認証を取得しています。PDCAサイク
ルを用いて、管理体制・運用体制を日々
向上させています。

お客様の個人情報を適切に保護するため、「個人情報保護
ポリシー」を制定し、このポリシーに従い情報を取り扱ってい
ます。

2013年度は、次の施策等を通して、情報セキュリティレベ
ルの向上に努めました。
●本社移転後のセキュリティレベル強化実施とモニタリング

体制構築
●同時に移転する関連子会社の同等セキュリティレベル確

保とモニタリング体制構築
●移転先でのプリンター倒壊防止施策再実施
●役員及び社員に年2回の情報セキュリティ教育を実施し啓

発活動を推進
●中途入社者、及び派遣社員に対し、入社当日に情報セキュ

リティ教育を実施

当社は東日本大震災を契機に、経営の最重要課題のひと
つとしてBCP（Business Continuity Plan：事業継続計画）
を策定し、それを運用・向上させる仕組みの強化に取り組ん
できました。

当社は大規模震災等が発生した場合には、事業継続及び
早期復旧を目指し、下記の基本方針にもとづき業務に取り
組みます。

昨年に続き２回目となる、株式会社三井住友銀行（ＳＭＢＣ）
と、「ＳＭＢＣ事業継続評価融資※」による資金調達契約を結び
ました。

有事の際に金融支援が受けられる仕組みであると同時に、
当社の事業継続計画について外部評価機関から一定の評価
を得ることで、今後の更なる体制整備につなげていきます。

「ＳＭＢＣ事業継続評価融資」によるＢＣＰの外部評価

内部統制委員会の設置

告
報

報告指示

報告

長
部
本

推進・強化・改善

長
員
委

携
連

代表取締役社長

（審査部）

危機管理対策本部 内部統制監査（監査部）

内部統制委員会

総務部

携
連

（総務部）

経営会議 ALM委員会

財務報告
（経理部）

連携連携

連携

C
S
R
経
営
推
進
委
員
会

BCP策定

目的 実行指針

従業員の安全確保
従業員の安全確保を最優先とし、安否状況
の確認及び対応策を実施する。
また、二次災害の防止に努める。

取引先の信頼確保
業務継続に必要な体制を整備し、災害発生
後速やかに復旧活動を行い、取引先への影
響を最小限にとどめる。

従業員の雇用維持
災害発生後、速やかに復旧対応を行い、事
業を継続し、事業規模を維持する。

※  ＳＭＢＣ事業継続評価融資
ＳＭＢＣが、事業継続の分野で豊富なコンサルティング経験を持つ株式会社
インターリスク総研と共同で開発した独自の評価基準により、企業のBCP
等の構築・運用状況について審査し、その結果に応じて行う融資のしくみ。

ISO27001の認証取得

個人情報保護への取り組みリスクマネジメントにおける考え方
リスクマネジメント

当社の考えるリスクマネジメントの目的とは、企業の存続性
の確保とステークホルダーにとっての企業価値の向上です。
一定のリスクを引受けることは当社のビジネスには必要です
が、リスクの顕在化により、会計上の損失ばかりでなく、補償や
賠償等の負担をともなったり、信用の失墜の結果、その後の企
業経営に大きな影響を及ぼす場合があります。

当社はリスク許容力を勘案しながらリスクテイキングをコン
トロールすることを通して、リスクマネジメントを実践し、ス
テークホルダーとの信頼関係を高めていきます。

当社では、不測の事態発生時のリスクを回避、極小化するた
め、具体的なリスクを想定・分類した形でリスク管理規程を整
備すると共に、代表取締役社長を委員長とするリスクマネジ
メント委員会を設置しています。リスク全般の把握、対応策の
協議及びリスク発生時の迅速かつ適切な情報伝達、指揮命令
の徹底等を行う危機管理体制を整備しています。

さらに、全社的なリスクマネジメントの推進を図り、連結レベ
ルでのリスク管理体制強化のため、統合リスク管理部を設置
し、より多角的にリスク管理体制の強化を行っています。

また、定量的なアプローチでのリスクマネジメントも実施し
ており、信用リスク・金利リスク等各種リスクを統一的な尺度
で測り、計測された各種リスク量を合算して、経営体力と対比
し、その結果から、バランスシートの健全性が維持されている
ことの確認を行っています。

リスク管理体制

代表取締役社長を委員長とする内部
統制委員会を設置し、全社レベルでの内
部統制システム構築、推進、維持、強化に
関する方針の協議、内部監査の強化、規
程類の整備・改善、諸制度の整備・改善、
各種研修の 実施等を 積極的に 推進し、
コンプライアンスの徹底、効率的な職務
執行の推進を目指しています。また、金
融商品取引法に基づく「財務報告の信頼
性確保」の観点からも体制の維持・改善
を図り、財務報告の信頼性・適正性の確
保に努めています。

情報セキュリティ施策

31 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 NEC Capital Solutions Limited, INTEGRATED REPORT 2014 32

サステナビリティ

009_7014458592607.indd   31-32 2014/07/29   14:50:41



代表取締役社長 安中　正弘

代表取締役 枩山　聡一郎

取締役 青木　良三

取締役 今関　智雄

取締役 名和　高司※1、2

青木　克寿※1

板谷　正德※1、2

諏訪原　浩二※1

監査役（常勤） 渋谷　辰興

井上　純一

監査役 船津　義和※3

木崎　雅満※3

取締役
今関　智雄

取締役
青木　良三

代表取締役社長
安中　正弘

代表取締役
枩山　聡一郎

※1 名和高司氏、青木克寿氏、板谷正德氏、諏訪原浩二氏は、社外取締役です。
※2  名和高司氏及び板谷正德氏は、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立

役員です。

※3　船津義和氏及び木崎雅満氏は社外監査役です。

取締役（2014年6月25日現在） 監査役（2014年6月25日現在）

71 43% %

データで見るNECキャピタルソリューション

決算の詳細は http://www.necap.co.jp/ir/irdata/index.html にてご覧ください。関連情報

０．１４%

安全性関連指標

倒産事故率
営業資産残高に占める
賃貸・割賦事業の割合

契約実行高に占める
賃貸・割賦事業の割合 うち官公庁向けの割合

うちICT関連製品の割合

51%

68%

目次

34 データで見るNECキャピタルソリューション
35 連結貸借対照表
37 連結損益計算書
38 連結包括利益計算書／連結株主資本等変動計算書
39 連結キャッシュ・フロー計算書

●セグメント別営業利益 ●セグメント別契約実行高

4,389 4,228

（億円）
■賃貸・割賦事業　■営業貸付事業
■その他の事業
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2013年3月期 2014年3月期

セグメント関連指標

91

（億円）
■賃貸・割賦事業　■営業貸付事業
■リサ事業　■その他の事業　■調整

2013年3月期 2014年3月期
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セグメント別事業概要はP17-18をご覧ください。関連情報

１６ ０．８５ 91 BBB+/A-% % %

財務体質関連指標

直接調達比率 資金原価率 長期調達比率 企業格付(長期）

△８
与信関連費用

億円

格付投資情報センター（R&I）

資金原価率（%） ＝資金原価÷有利子負債平均残高

日本格付研究所（JCR）

倒産事故率（%） ＝

※新規倒産損失発生金額＝破産更正債権＋懸念債権

新規倒産損失発生金額※

（営業資産平均残高＋破産更正債権平均残高）
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前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

資産の部
流動資産

現金及び預金 19,652 37,489
割賦債権 13,755 11,303
リース債権及びリース投資資産 390,222 399,660
賃貸料等未収入金 17,720 16,573
営業貸付金 164,949 136,836
買取債権 17,429 20,675
営業投資有価証券 13,042 3,783
販売用不動産 11,022 9,193
有価証券 16,000 999
前払費用 555 364
未収還付法人税等 595 202
繰延税金資産 5,890 4,662
その他 4,366 8,934
貸倒引当金 △15,063 △12,285
流動資産合計 660,138 638,393

固定資産
有形固定資産

賃貸資産
賃貸資産 24,957 26,385
賃貸資産処分損引当金 ー △255
賃貸資産合計 24,957 26,129

社用資産
建物（純額） 55 286
器具備品（純額） 598 673
機械及び装置（純額） ー 236
社用資産合計 653 1,195

有形固定資産合計 25,611 27,325
無形固定資産

賃貸資産
賃貸資産 738 465
賃貸資産合計 738 465

その他の無形固定資産
ソフトウエア 5,718 4,818
ソフトウエア仮勘定 22 4
のれん 8,686 7,609
その他 20 23
その他の無形固定資産合計 14,447 12,455

無形固定資産合計 15,186 12,921
投資その他の資産

投資有価証券 14,281 11,388
破産更生債権等 16,082 12,384
長期前払費用 120 219
繰延税金資産 3,472 3,453
その他 1,808 1,688
貸倒引当金 △4,730 △5,352
投資その他の資産合計 31,036 23,782

固定資産合計 71,834 64,029
資産合計 731,973 702,423

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当連結会計年度
(平成26年３月31日)

負債の部
流動負債

支払手形 415 498
買掛金 13,013 13,739
短期借入金 13,256 16,726
1年内返済予定の長期借入金 141,485 90,584
コマーシャル・ペーパー 67,000 37,000
債権流動化に伴う支払債務 1,349 5,610
未払金 337 1,025
未払費用 5,575 4,892
未払法人税等 43 453
賃貸料等前受金 4,294 4,052
預り金 5,972 5,271
前受収益 343 150
賞与引当金 ー 648
本社移転費用引当金 38 ー
災害損失引当金 9 2
その他 334 127
流動負債合計 253,468 180,785

固定負債
社債 15,000 35,000
長期借入金 370,424 387,540
債権流動化に伴う長期支払債務 4,588 12,877
退職給付引当金 1,570 ー
退職給付に係る負債 ー 1,572
その他 7,193 6,010
固定負債合計 398,776 443,000

負債合計 652,244 623,785
純資産の部

株主資本
資本金 3,776 3,776
資本剰余金 4,648 4,648
利益剰余金 59,335 63,378
自己株式 △0 △0
株主資本合計 67,759 71,803

その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 221 203
繰延ヘッジ損益 △231 △326
為替換算調整勘定 21 116
退職給付に係る調整累計額 ー △111
その他の包括利益累計額合計 11 △117

少数株主持分 11,957 6,952
純資産合計 79,728 78,637

負債純資産合計 731,973 702,423

連結貸借対照表
（単位：百万円） （単位：百万円）
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前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

売上高 229,204 228,262
売上原価 205,959 197,787
売上総利益 23,245 30,475
販売費及び一般管理費 14,112 14,407
営業利益 9,132 16,067
営業外収益

受取利息 4 7
受取配当金 37 27
投資有価証券売却益 67 277
投資事業組合等投資利益 18 161
持分法による投資利益 43 94
出資金償還益 57 ー
為替差益 47 ー
その他 79 67
営業外収益合計 356 636

営業外費用
支払利息 74 58
投資有価証券評価損 14 66
投資事業組合等投資損失 3 34
投資有価証券売却損 4 ー
その他 41 66
営業外費用合計 138 225

経常利益 9,350 16,478
特別利益

債務消滅益 211 ー
特別利益合計 211 ー

特別損失
減損損失 87 ー
本社移転費用 87 ー
固定資産除却損 71 ー
特別損失合計 246 ー

匿名組合損益分配前税金等調整前当期純利益 9,316 16,478
匿名組合損益分配額 1 ー
税金等調整前当期純利益 9,314 16,478
法人税、住民税及び事業税 1,719 1,381
法人税等調整額 2,104 1,329
法人税等合計 3,824 2,710
少数株主損益調整前当期純利益 5,490 13,768
少数株主利益 1,156 8,777
当期純利益 4,333 4,990

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 5,490 13,768
その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △492 △9
繰延ヘッジ損益 △249 △94
為替換算調整勘定 30 94
持分法適用会社に対する持分相当額 ー 9
その他の包括利益合計 △711 △0

包括利益 4,778 13,767
（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,812 4,973
少数株主に係る包括利益 966 8,794

株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 3,776 4,648 59,335 △0 67,759
当期変動額

剰余金の配当 △947 △947
当期純利益 4,990 4,990
連結範囲の変動 ー ー
自己株式の取得 △0 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額)

当期変動額合計 ー ー 4,043 △0 4,043
当期末残高 3,776 4,648 63,378 △0 71,803

その他の包括利益累計額
少数株主持分 純資産合計その他有価証券

評価差額金
繰延ヘッジ

損益
為替換算
調整勘定

退職給付に
係る調整累計額

その他の包括利益
累計額合計

当期首残高 221 △231 21 ー 11 11,957 79,728
当期変動額

剰余金の配当 △947
当期純利益 4,990
連結範囲の変動 ー
自己株式の取得 △0
株主資本以外の項目
の当期変動額(純額) △17 △94 94 △111 △128 △5,005 △5,133

当期変動額合計 △17 △94 94 △111 △128 △5,005 △1,090
当期末残高 203 △326 116 △111 △117 6,952 78,637

連結損益計算書 連結包括利益計算書

連結株主資本等変動計算書

（単位：百万円） （単位：百万円）

（単位：百万円）

（単位：百万円）

当連結会計年度（自 平成25年４月１日　至 平成26年３月31日）
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前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益 9,314 16,478
減価償却費 4,934 6,482
減損損失 87 ー
のれん償却額 1,089 1,077
貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,117 △2,155
賃貸資産処分損引当金の増減額（△は減少） ー 255
賞与引当金の増減額（△は減少） ー 648
本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 38 △38
災害損失引当金の増減額（△は減少） △1 △7
退職給付引当金の増減額（△は減少） 94 △1,570
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） ー 1,572
受取利息及び受取配当金 △42 △34
資金原価及び支払利息 6,200 5,160
持分法による投資損益（△は益） △43 △94
投資有価証券売却損益（△は益） △63 △275
投資有価証券評価損益（△は益） 14 66
出資金償還損益（△は益） △57 ー
債務消滅益 △211 ー
割賦債権の増減額（△は増加） 2,490 2,451
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） 21,979 △9,438
営業貸付金の増減額（△は増加） 7,772 28,113
売上債権の増減額（△は増加） 378 1,147
買取債権の増減額（△は増加） △1,023 △3,246
営業投資有価証券の増減額（△は増加） 5,172 9,259
販売用不動産の増減額（△は増加） 17,040 1,641
賃貸資産の取得による支出 △6,698 △4,489
賃貸資産の売却による収入 2,594 2,662
仕入債務の増減額（△は減少） △2,957 695
その他 △10,049 △6,936
小計 54,933 49,424
利息及び配当金の受取額 159 40
利息の支払額 △6,111 △5,167
法人税等の還付額 ー 615
法人税等の支払額 △6,344 △1,204
営業活動によるキャッシュ・フロー 42,637 43,708

前連結会計年度
(自 平成24年４月１日
至 平成25年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成25年４月１日
至 平成26年３月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の償還による収入 2,000 ー
社用資産の取得による支出 △264 △1,322
投資有価証券の取得による支出 △454 △4,767
投資有価証券の売却による収入 4,046 850
投資有価証券の償還による収入 2,014 6,072
貸付けによる支出 △2,042 △20
貸付金の回収による収入 1,259 49
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 121 ー
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 21 ー
その他 △894 △547
投資活動によるキャッシュ・フロー 5,807 314

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） △11,026 3,469
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） △58,000 △30,000
長期借入れによる収入 169,850 108,260
長期借入金の返済による支出 △140,031 △142,234
債権流動化による収入 3,894 15,397
債権流動化の返済による支出 △830 △2,846
社債の発行による収入 ー 20,000
社債の償還による支出 △10,000 ー
配当金の支払額 △947 △946
少数株主への配当金の支払額 △7,306 △14,992
少数株主からの払込みによる収入 843 1,183
その他 △17 △0
財務活動によるキャッシュ・フロー △53,571 △42,708

現金及び現金同等物に係る換算差額 70 140
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △5,055 1,454
現金及び現金同等物の期首残高 40,303 35,238
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 △9 ー
現金及び現金同等物の期末残高 35,238 36,693

連結キャッシュ・フロー計算書
（単位：百万円） （単位：百万円）
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▶ 商号 NECキャピタルソリューション株式会社
(NEC Capital Solutions Limited)

▶ 本社所在地 〒108-6219
東京都港区港南二丁目15番3号

（品川インターシティC棟）
TEL. 03-6720-8400（代）

▶ 創業 1978年11月30日

▶ 代表者 代表取締役社長　安中　正弘

▶ 事業内容 情報通信機器、事務用機器、産業用機械設備
その他各種機器・設備等のリース、
割賦及びファクタリング、融資、
集金代行業務等

▶ 資本金 37億7,688万円

▶ 上場市場 東京証券取引所　第一部
証券コード：8793
株式略号：NECキャピ

▶ 決算期 3月（年1回）

▶ 従業員数 513名（連結625名）

▶ 主要取引金融機関 三井住友銀行　
三井住友信託銀行
三菱東京UFJ銀行　
みずほ銀行
日本政策投資銀行　等

▶ 関連会社等 株式会社リサ・パートナーズ　
キャピテック株式会社
リブートテクノロジーサービス株式会社
電子債権アクセプタンス株式会社
イノベーティブ・ベンチャーファンド投資事業有限責任組合　等

▶ 拠点網 全国29拠点　　　海外３法人

会社概要（2014年3月末現在） 株式情報（2014年3月末現在）

株式の状況
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会社概要／株式情報

発行可能株式総数 86,000,000株

発行済株式総数 ２１，５３３，４００株

1単元の株式数 100株

株主の総数 １4，244名

株主名 所有株式数（千株） 所有比率（%）
日本電気株式会社 8,110 37.66
三井住友ファイナンス&リース株式会社 5,390 25.03
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 861 4.00 
立花証券株式会社 312 1.45
三井住友海上火災保険株式会社 200 0.92
三井住友信託銀行株式会社 200 0.92
住友生命保険相互会社 200 0.92
日本証券金融株式会社 196 0.91
日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口） 191 0.89

STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 158 0.73

大株主の状況

所有者別株式分布

免責事項
当レポートに掲載されている当社の現在の計画、戦略、判断などのうち、歴史的事実でないものは、現在入手可能な情報・仮定および判断に基づく
将来の業績等に関する見通しであり、リスクや不確定な要因を含んでおります。従って、将来、実際に公表される業績等は、様々な要因により、これら
の見通しとは大きく異なる結果となりうることをご承知おき願います。能性があることを予めご承知おきください。

外国法人等
5.5％

金融機関
9.5％

その他法人
63.4％

個人その他
18.5％

証券会社
3.1％
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