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　株主様は上記の住友信託銀行
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郵送物等の発送と返戻について

支払期間経過後の配当金について

特別口座に関する事項
（特別口座から一般口座への振替請求等）

単元未満株式の買取・買増請求

住所・氏名等の変更

配当金の受領方法（銀行振込等）の
指定

●株主・投資家の皆様へ（社長よりご挨拶）
●IR資料
・決算短信
・決算説明会資料
   （プレゼンテーション資料、質疑応答など）
・有価証券報告書/四半期報告書
・アニュアルレポート/株主通信
・その他適時開示資料　など

●株式・債券情報
・株式の状況
・配当情報
・株主総会情報　など

●IR関連情報
・財務、業績データ推移
・IRカレンダー
・よくあるご質問　など

●電子公告

IRサイトの
ご紹介

株主通信第78期中間期（第2四半期累計期間） ［平成21年4月1日～平成21年9月30日］

TOPICS
「エンパワードオフィス」を武器に、
世の中のオフィスを変えていく！！

トップインタビュー

更なる成長のために、
企業体質の強化を図ります。
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Financial  Highlights 連結財務ハイライト [中間期（第2四半期累計期間 :平成21年4月～9月）]

当中間期の受注高は、経済環境の悪化による企業の

投資抑制などの影響を受け、前年同期比13％減の

1,099億円となりました。しかしながら、地域情報格

差解消や住民の安心・安全のための投資が活発化

しており、官公庁からの受注は大きく伸張しました。

受注高

当中間期の売上高は、経済環境の悪化の影響などに

より、前年同期比14％減の992億円となりました。費用

削減など企業の底堅い需要を捉えるとともに、受注・

プロジェクト体制強化により官公庁向け案件を着実に

遂行し、通期売上高2,300億円を目指します。

当中間期の営業利益は32億円、当期純利益は19億円

となりました。売上減による利益減はありましたが、

経営改革活動の推進による効率化により収益は期初

計画値（営業利益：30億円、当期純利益：17億円）を確

保しました。

当社では状況変動下でも収益を維持できる体質の強化と

来期以降の再成長に向けたベース作りのため、営業プロセ

スや生産プロセスの改善といった経営改革活動を進めてい

ます。例えば営業の事務作業を工夫し、お客様対応時間

を増やすことや、システム構築や保守サービス拠点の統合・

強化により、業務の共通化・効率化を図るといった改革

活動を進め、ここ数年、原価率を着実に改善するとともに

管理部門を含む共通コストの徹底した削減を行ってきまし

た。これらにより、当中間期も売上が減少するなかで売上

高総利益率を改善するなど収益性強化を図ることができま

した。経営改革活動は今後、収益性強化のみならず受注・

売上拡大に繋げる活動にしていきます。

当中間期末の自己資本比率は 52.1％となり、財務体質は

高い安全性を維持しております。今後も成長に向けた

投資とのバランスを取りつつ、健全な財務体質の維持に

努めます。
※自己資本比率＝自己資本÷総資産×100

厳しい環境下ではありますが、収益体質強化により、

当期純利益については前期並み水準の維持に注力し、

配当につきましても平成20年度と同額を予想しております。

●当中間期決算のポイント
経営改革活動推進により収益性強化
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Top Interview トップインタビュー

　期初から今年度が厳しいということは想定

していましたので、一言で言えば想定どおり

の状況だったと言えます。企業においては投

資の抑制が厳しく、官庁や自治体においても

補正予算の効果が、まだこの中間期には業績に

結びつかないという状況で、売上高につきま

しては全ての市場において前年度と比較して

減少しました。

　しかしながら、このような状況のなかでも、

いくつかの成果は出せたと考えています。ひと

つは、営業利益や当期純利益など利益の面にお

いて、計画値を若干ですが上回ったことです。

これは、当社の社員が一丸となって経営改革活

動などの全社的な改善・改革活動を日々行って

きた結果、収益性がさらに改善したことによる

ものと考えており、売上高総利益率は前年度の

中間期から改善しました。

　もうひとつは、官庁・自治体向けの受注が

大きく伸びたことです。地方自治体では都市

部と地方での情報格差解消や地上デジタル

放送の受信エリア拡大に向けた情報ネット

ワーク整備や消防ネットワークの広域化、防災

ネットワークなどの住民の安心・安全のための

インフラ整備などを積極的に進めています。

当社は、機動的に対応できるよう社内体制を

強化し、このような需要を着実に受注に結び

つけることができました。

　補正予算など政府による政策的な後押しに

より、今後も積極的な整備が進むことが期待

されるため、下期に向けてもこのような需要

を確実に取り込んでいきたいと考えています。

　この１～２年は景気悪化の影響もあり、成長

よりも収益改善に重点を置いていましたが、

この中間期を折り返し地点として、再成長に

向けて舵を切っていきたいと考えています。

そのためには、情報通信技術、施設建設ノウ

ハウ、そしてサポート･サービス力を併せ持つ当

社ならではの強みを活かし、サービス事業に

重点をおいた「サービス・インテグレーター」

へと向かおうと考えています。

　官公庁におきましては、現在進められている

情報格差解消、安心･安全のためのインフラ整

備が一段落すると、今度はそれをどう活用して

いくかといったサービス分野にポイントが移っ

てくると考えられ、当社としても積極的に提

案を行っていきたいと考えています。

　また、企業におきましては、いかにお客様

の課題を解決するか、お客様の目線に立った

提案が重要です。当社の EmpoweredOffice

(エンパワードオフィス)※を武器に、費用効率化

や省エネ、人材の活性化といった分野に注力

していきます。また、構築したシステムをき

ちんと見守り、お世話するとともに、このよ

うなシステムの運用を通じてより一層お客様

の立場に立った提案を行う、といった形で事

業を拡大していきたいと考えています。

※EmpoweredOffice（エンパワードオフィス）:
当社の提供するオフィス改革ソリューション。当社の強みであるICT
（情報通信技術）とファシリティ施工力を融合し、より知的創造的な
ワークスタイルへの業務プロセス改革を実現するとともに、セキュリ
ティ強化や環境対応力といった社会的責任に応える「働き方」と「働
く場」の改革を提案するもの。

更なる成長のために、
企業体質の強化を図ります。

経済情勢は依然厳しい状態が続いていますが、
当中間期（第2四半期累計期間：平成21年４月～９月）
の業績について教えてください。

下期以降の取り組みについて、
どのように考えていますか。

代表取締役執行役員社長

山本正彦
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Segment Information 事業分野別の業績概要 [中間期（第2四半期累計期間 :平成21年4月～9月）]

■ネットワークインテグレーション事業

業績のご説明

当中間期は、経済環境の悪化による厳しい投資抑制な

どの影響により、売上高はほぼ全市場向けで減少とな

り、前年同期比15％の減少となりました。しかしながら、

企業向けには当社の進めるオフィス活性化ソリューション

「エンパワードオフィス」の売上が増加するなどお客様の

ニーズに合った提案を強化し、その成果が出てきています。

■サポート・サービス事業

■通信工事事業

業績のご説明

当中間期は、NECグループ向けの運用サービス減少の影

響により、売上高は前年同期比6％の減少となったもの

の、その他の市場向けはほぼ前年並みを維持することが

できました。今後、ネットワークの運用を通じて発見した

課題を次の提案に結びつけるなど、より一層お客様の立

場に立ったサービスを強化していきます。

業績のご説明

当中間期は、通信事業者向け携帯電話基地局工事の減少

などにより、売上高は全市場向けで減少となり、前年同期

比14％の減少となりました。官公庁向けにつきましても

プロジェクトの端境期となった影響などにより減少した

ものの、地域情報格差解消のためのネットワーク投資などが

活発で受注が増えるなど今後に繋がる成果がありました。

事業内容

情報通信システムに関する

企画・コンサルティングから

システム設計、システム導入

まで一貫して対応するネット

ワーク構築サービスの提供

事業内容

情報通信システムの運用・

監視、障害対応サービスの

提供のほか、当社データセ

ンターを活用したネット

ワークサービスやアウト

ソーシングサービスの提供

事業内容

地上デジタル放送設備や防

災行政無線システム等の公

共性の高い工事のほか、携

帯電話基地局やCATVの設

置工事、オフィスの電源・

空調等の工事

当社は、ネットワークインテグレーション事業、サポート・サービス

事業、通信工事事業を主な事業としています。

官公庁や通信事業者・企業向けに、情報通信システムを企画・

設計するとともに構築し、保守・運用を行っております。

また、そこで培ったノウハウを次の構築への提案に繋げ、電源･

空調などの工事施工力をも活かした情報通信システムにオフィス

空間のデザインまでを合わせて総合的なソリューションを提案し

ています。

当社は、これらの事業分野のシナジーを図り、他社にないソリュー

ションをこれからも提供し続けていきます。

平成 21年度
中間期売上高

992億円

サポート・サービス事業

345億円
35％

ネットワーク
インテグレーション事業

　　  345億円
　　  35％

その他

50億円
5％

通信工事事業

253億円
25％

売上高

395

870

407

872 765
（予想）

345

■ 中間期　■ 通期（億円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度

735
（予想）

売上高

365

765

366

778

345

平成19年度 平成20年度 平成21年度

685
（予想）

売上高

306

703

295

684

253

平成19年度 平成20年度 平成21年度

※ 予想値は、平成21年10月29日現在のものです。

■ 中間期　■ 通期（億円）

■ 中間期　■ 通期（億円）
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Segment Information 事業分野別の業績概要 [中間期（第2四半期累計期間 :平成21年4月～9月）]
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場に立ったサービスを強化していきます。

業績のご説明

当中間期は、通信事業者向け携帯電話基地局工事の減少

などにより、売上高は全市場向けで減少となり、前年同期

比14％の減少となりました。官公庁向けにつきましても

プロジェクトの端境期となった影響などにより減少した

ものの、地域情報格差解消のためのネットワーク投資などが

活発で受注が増えるなど今後に繋がる成果がありました。
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平成 21年度
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992億円

サポート・サービス事業

345億円
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その他

50億円
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■ 中間期　■ 通期（億円）

平成19年度 平成20年度 平成21年度

735
（予想）

売上高

365

765

366

778

345

平成19年度 平成20年度 平成21年度
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※ 予想値は、平成21年10月29日現在のものです。

■ 中間期　■ 通期（億円）

■ 中間期　■ 通期（億円）
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Topics トピックス

当社は、昭和２８年に通信工事会社として発足以

来、情報化社会に不可欠な社会基盤インフラの構築

を担い、現在は、情報通信システムの設計や導入・

運用保守までのサービスをトータルで提供する会社

へと成長してきました。

また、システムの構築やネットワーク運用のサポー

トなど、当社はいつもお客様の身近な存在でした。

「エンパワードオフィス」とは、このように当社が

お客様と接するなかで、長年培ってきた技術力とノウ

ハウから生まれた発想であり、オフィス改革により業務

プロセスや働き方を革新し、オフィスの効率化や環境

対策・コスト削減などをトータルに実現するものです。

当社は、お客様の立場になって、お客様にとって

最適な働き方や働く環境は何か、一から考え、提案

します。ネットワークの構築はもちろん、オフィスの空間

デザインや什器・内装などトータルで引き受け、お

客様が働きたくなるオフィスを実現します。

社員同士が響きあう、
元気の出るオフィス
安心して任せられるパートナーとして
NECネッツエスアイを選定

株式会社外為どっとコム
執行役員 名護支店長

外国為替保証金取引業界のリーディングカンパニーと
して、金融業界をリードしている株式会社外為どっとコム
様が、平成21年７月に開設した、沖縄・名護支店。この
新オフィス開設にあたり、当社はネットワークのシステム
の設計・構築やオフィスのデザインから什器・内装までトー
タルでプロデュース。社員の皆様が働きやすく、活気が
あふれ、明るいオフィスの構築を実現いたしました。

エンパワードオフィスの立ち上げから、約２年。

エンパワードオフィスは、不況下においても着実に売上

を伸ばし、今や当社を代表する事業となりました。

社員が働きやすく、最大限に能力を発揮できるオ
フィス。そんなオフィスづくりを具現化してくれ
たのがNECネッツエスアイでした。いつも私たちの
立場になって一緒になって考え、つくってくれる、
そんな安心して任せられるパートナーと出会えた
ことは幸運であったと思います。

「エンパワードオフィス」に磨きをかけ
更なる成長を目指します

「エンパワードオフィス」を武器に、
世の中のオフィスを変えていく！！

当社の成長事業
「EmpoweredOffice」に
クローズアップ

日本経済新聞広告掲載
（平成 21 年７月 29 日付）

「エンパワードオフィス」誕生の背景

一人ひとりが活き活きと、
元気に働くオフィスづくりを実現

また、当社も自社オフィスで

エンパワードオフィスを実践

しておりますが、この取り組み

が評価され、平成21年8月には、

オフィスづくりの分野でもっ

とも権威のある日経ニュー

オフィス賞の「ニューオフィス

推進賞（情報賞）」を受賞いた

しました。

今後、エンパワードオフィスにさらに磨きをかけ、

世の中のオフィスをもっと元気の出るオフィスであ

ふれさせたい。そして、NECネッツエスアイという

会社をもっと知っていただき、更なる事業拡大・成長

を目指していきます。

大嶋一彰様

映像モニタリング
システム、パソコン
を収納する個人
ロッカーなど、万全
なセキュリティ対
策を実現。

明るく、伸びやかな空間
が広がり、行き交う人々
が議論に参加できる工夫
を凝らした新オフィス。

オフィス全体が見渡
せる支店長室。

導入事例 株式会社  外為どっとコム様 沖縄・名護に新オフィスを開設

【見える会議室／ペーパーレス会議】
間仕切りのない会議室で、無線LANによりPC
画面を投影し、情報共有することで、自由な議
論を促進するとともに紙の使用量を削減します。

【ゆとりある空間】
社員がリラックスできるスペースで、自由な
発想を促進します。

【可動式デスク活用】
自由な配置にすることにより、向かい合って
の議論だけでなく、同じ画面を見ながら気軽
に相談できるなど、様々なメンバーとのコミュニ
ケーションが活性化します。

お客様が働きたくなるオフィスづくりを実現

平成19年度

エンパワードオフィス売上高

平成20年度 平成21年度（目標）

100億円事業へ

85億円
70億円



NEC Networks & System Integration Corporation7 NEC Networks & System Integration Corporation 8

Topics トピックス

当社は、昭和２８年に通信工事会社として発足以

来、情報化社会に不可欠な社会基盤インフラの構築

を担い、現在は、情報通信システムの設計や導入・

運用保守までのサービスをトータルで提供する会社

へと成長してきました。

また、システムの構築やネットワーク運用のサポー

トなど、当社はいつもお客様の身近な存在でした。

「エンパワードオフィス」とは、このように当社が

お客様と接するなかで、長年培ってきた技術力とノウ

ハウから生まれた発想であり、オフィス改革により業務

プロセスや働き方を革新し、オフィスの効率化や環境

対策・コスト削減などをトータルに実現するものです。

当社は、お客様の立場になって、お客様にとって

最適な働き方や働く環境は何か、一から考え、提案

します。ネットワークの構築はもちろん、オフィスの空間

デザインや什器・内装などトータルで引き受け、お

客様が働きたくなるオフィスを実現します。

社員同士が響きあう、
元気の出るオフィス
安心して任せられるパートナーとして
NECネッツエスアイを選定

株式会社外為どっとコム
執行役員 名護支店長

外国為替保証金取引業界のリーディングカンパニーと
して、金融業界をリードしている株式会社外為どっとコム
様が、平成21年７月に開設した、沖縄・名護支店。この
新オフィス開設にあたり、当社はネットワークのシステム
の設計・構築やオフィスのデザインから什器・内装までトー
タルでプロデュース。社員の皆様が働きやすく、活気が
あふれ、明るいオフィスの構築を実現いたしました。

エンパワードオフィスの立ち上げから、約２年。

エンパワードオフィスは、不況下においても着実に売上

を伸ばし、今や当社を代表する事業となりました。

社員が働きやすく、最大限に能力を発揮できるオ
フィス。そんなオフィスづくりを具現化してくれ
たのがNECネッツエスアイでした。いつも私たちの
立場になって一緒になって考え、つくってくれる、
そんな安心して任せられるパートナーと出会えた
ことは幸運であったと思います。

「エンパワードオフィス」に磨きをかけ
更なる成長を目指します

「エンパワードオフィス」を武器に、
世の中のオフィスを変えていく！！

当社の成長事業
「EmpoweredOffice」に
クローズアップ

日本経済新聞広告掲載
（平成 21 年７月 29 日付）

「エンパワードオフィス」誕生の背景

一人ひとりが活き活きと、
元気に働くオフィスづくりを実現

また、当社も自社オフィスで

エンパワードオフィスを実践

しておりますが、この取り組み

が評価され、平成21年8月には、

オフィスづくりの分野でもっ

とも権威のある日経ニュー

オフィス賞の「ニューオフィス

推進賞（情報賞）」を受賞いた

しました。

今後、エンパワードオフィスにさらに磨きをかけ、

世の中のオフィスをもっと元気の出るオフィスであ

ふれさせたい。そして、NECネッツエスアイという

会社をもっと知っていただき、更なる事業拡大・成長

を目指していきます。

大嶋一彰様

映像モニタリング
システム、パソコン
を収納する個人
ロッカーなど、万全
なセキュリティ対
策を実現。

明るく、伸びやかな空間
が広がり、行き交う人々
が議論に参加できる工夫
を凝らした新オフィス。

オフィス全体が見渡
せる支店長室。

導入事例 株式会社  外為どっとコム様 沖縄・名護に新オフィスを開設

【見える会議室／ペーパーレス会議】
間仕切りのない会議室で、無線LANによりPC
画面を投影し、情報共有することで、自由な議
論を促進するとともに紙の使用量を削減します。

【ゆとりある空間】
社員がリラックスできるスペースで、自由な
発想を促進します。

【可動式デスク活用】
自由な配置にすることにより、向かい合って
の議論だけでなく、同じ画面を見ながら気軽
に相談できるなど、様々なメンバーとのコミュニ
ケーションが活性化します。

お客様が働きたくなるオフィスづくりを実現

平成19年度

エンパワードオフィス売上高

平成20年度 平成21年度（目標）

100億円事業へ

85億円
70億円



NEC Networks & System Integration Corporation9 NEC Networks & System Integration Corporation 10

Investor Information Corporate Data株式の状況（平成21年9月30日現在） 会社概要（平成21年9月30日現在）

発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

100,000,000 株
49,773,807 株

100 株
10,792 名

大株主

日本電気株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託
銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
住友不動産株式会社
NECネッツエスアイ従業員持株会
THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SECS 
LENDING OMNIBUS ACCOUNT
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9）
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223

19,106
6,457

6,400

1,891
1,200
738

686

647
413
399

38.54
13.03

12.91

3.82
2.42
1.49

1.38

1.31
0.83
0.81

（注）1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付
信託口 ) の持株数は日本電気株式会社が退職給付信託として当社株式を拠出したものであり、実質
的には日本電気株式会社の議決権に含まれます。よって、平成21年9月30日現在の日本電気株式会社
の実質的な議決権比率は 51.45％であります。

　　　2. 所有株数は、千株未満を切捨てて表示しております。

株　　主　　名 所有株数
（千株）

議決権比率
（％）

所有者別状況　　　　　　　　　

証券会社
0.21%

その他の法人
41.07%

個人
その他
11.69%

株価の推移
当社株価
（円）
2,000

1,500

1,000

500

日経平均
株価（円）

0

平成19年度

日経平均株価 当社株価（高値/安値）

平成20年度 平成21年度
0
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会社概要　　　　　　　　　
商 号
英 文 商 号
証 券 コ ー ド
設 立
資 本 金
一級建築士事務所登録
建 設 業 許 可

I S O 認 証

プラ イ バ シ ー マ ー ク

NEC ネッツエスアイ株式会社
NEC Networks & System Integration Corporation
1973（東証 1部上場）
昭和 28 年 11 月 26 日 
13,122,268,265 円
登録番号：東京都知事登録第 17563 号
［特定建設業］
　・国土交通大臣許可（特 -17）5723 号
   　 （工事業）土木、建築、電気、管、鋼構造物、電気通信
　・国土交通大臣許可（特 -18）5723 号
   　 （工事業）とび・土工
［一般建設業］
　・国土交通大臣許可（般 -17）5723 号
  　  （工事業）機械器具設置、消防施設
ISO9001：2000 （品質）
登録証番号  JQA-0471
ISO14001：2004（環境）
登録証番号  JQA-EM0640
ISO/IEC27001：2005（情報セキュリティ）
登録証番号　IC03J0025
　　　　　　JQA-IMO190
　　　　　　JQA-IMO351
認定機関：（財）日本情報処理開発協会
認定番号：第 21000053（03）号

取締役および監査役
代表取締役執行役員社長
取締役執行役員常務
取締役執行役員常務
取締役執行役員常務
取締役執行役員常務
取締役執行役員常務
取締役
取締役
監査役（常勤）
監査役（常勤）
監査役
監査役

山本　正彦
六車　　徹
今野幸四郎
飯島　裕雄
藤田　　厚
金箱　明憲
松井　隆幸
脇田　　昇
小村　正幸
岡田　哲育
梅澤　治為
戸塚　靖雄

（注）1. 取締役  松井隆幸氏および脇田昇氏は、社外取締役です。
　　　2. 監査役  小村正幸氏、梅澤治為氏および戸塚靖雄氏は、社外監査役です。

国内ネットワークおよび連結子会社　
■国内ネットワーク

ネットワーク総合オペレーションセンター（nTOC）   2 拠点

サービスセンター　14 拠点

支社・支店　17 拠点

営業所　37 拠点

■連結子会社

〈国内〉   ネッツエスアイ東洋株式会社
               トーヨーアルファネット株式会社
 NECネッツエスアイ・エンジニアリング株式会社
 NECネッツエスアイ・サービス株式会社
 株式会社ネシックアセレント
 株式会社ニチワ
〈海外〉 NESIC BRASIL S/A 
 NESIC (Thailand) Ltd. 
 NESIC PHILIPPINES, INC. 
 P.T.NESIC BUKAKA 
 耐希克（广州）有限公司　
 Networks & System Integration Saudi Arabia Co.Ltd.
 TNSi Europe GmbH

金融機関
35.09%

外国法人等
11.94%
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発行可能株式総数
発行済株式の総数
単元株式数
株主数

100,000,000 株
49,773,807 株

100 株
10,792 名

大株主

日本電気株式会社
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（住友信託
銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付信託口）
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口）
住友不動産株式会社
NECネッツエスアイ従業員持株会
THE CHASE MANHATTAN BANK, N. A. LONDON SECS 
LENDING OMNIBUS ACCOUNT
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口 9）
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505225
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505223

19,106
6,457

6,400

1,891
1,200
738

686

647
413
399

38.54
13.03

12.91

3.82
2.42
1.49

1.38

1.31
0.83
0.81

（注）1. 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 ( 住友信託銀行再信託分・日本電気株式会社退職給付
信託口 ) の持株数は日本電気株式会社が退職給付信託として当社株式を拠出したものであり、実質
的には日本電気株式会社の議決権に含まれます。よって、平成21年9月30日現在の日本電気株式会社
の実質的な議決権比率は 51.45％であります。

　　　2. 所有株数は、千株未満を切捨てて表示しております。

株　　主　　名 所有株数
（千株）

議決権比率
（％）
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http: //www.nesic.co.jp/ir
当社の会社情報や決算情報、株式情報などをご覧いただけます。

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 　 準 　 日

株主名簿管理人
および特別口座の
口 座 管 理 機 関

株主名簿管理人
事 務 取 扱 場 所

公 告 の 方 法

毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎年6月開催

定時株主総会　毎年3月31日
期末配当金　　毎年3月31日
中間配当金　　毎年9月30日
そのほか必要があるときは、あらかじめ公告
して定めた日

大阪市中央区北浜四丁目5番33号
住友信託銀行株式会社

東京都中央区八重洲二丁目3番1号
住友信託銀行株式会社　証券代行部

電子公告により、当社ホームページに掲載
いたします（http : / /www.nes ic .co . jp）。
ただし、電子公告によることができない事故
その他のやむを得ない事由が生じた場合は、
日本経済新聞に掲載して行います。

株主メモ 株式に関するお届出およびご照会について

地球環境に配慮した大豆油
インキを使用しています。

〒140-8620　東京都品川区東品川一丁目39番9号
TEL（03）5463-1111　http: //www.nesic.co.jp

インターネット
ホームページ

主な掲載項目

®

お手続きおよびお問い合わせの内容 お問い合わせ先

住友信託銀行

※証券会社に口座をお持ちでない
　株主様は上記の住友信託銀行

® 0120-176-417

株主様がお取引のある
証券会社

郵送物等の発送と返戻について

支払期間経過後の配当金について

特別口座に関する事項
（特別口座から一般口座への振替請求等）

単元未満株式の買取・買増請求

住所・氏名等の変更

配当金の受領方法（銀行振込等）の
指定

●株主・投資家の皆様へ（社長よりご挨拶）
●IR資料
・決算短信
・決算説明会資料
   （プレゼンテーション資料、質疑応答など）
・有価証券報告書/四半期報告書
・アニュアルレポート/株主通信
・その他適時開示資料　など

●株式・債券情報
・株式の状況
・配当情報
・株主総会情報　など

●IR関連情報
・財務、業績データ推移
・IRカレンダー
・よくあるご質問　など

●電子公告

IRサイトの
ご紹介

株主通信第78期中間期（第2四半期累計期間） ［平成21年4月1日～平成21年9月30日］

TOPICS
「エンパワードオフィス」を武器に、
世の中のオフィスを変えていく！！

トップインタビュー

更なる成長のために、
企業体質の強化を図ります。
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