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当第2四半期連結累計期間におけるわが国経済

は、輸出環境の改善や経済対策、金融政策の効果

などを背景として、緩やかに持ち直しつつある…

ものの、海外景気の下振れがわが国の景気の下押し

リスクとなっており、雇用、所得環境の先行き等

にも注意が必要なことから、依然として不透明な

状況で推移してまいりました。

当社グループの主な事業領域であります情報…

通信分野におきましては、固定通信分野では…

ブロードバンドサービス市場の成熟化が進展し、

設備投資の効率化が進められる一方、移動通信…

分野ではスマートフォンやタブレット端末の急速

な普及を背景に、積極的な通信ネットワークの…

整備が進められております。

このような経営環境のもと、当社グループと…

いたしましては、「安全第一で日々進化、お客さま

に愛され、安定成長」をスローガンに掲げ、…

①「お客さま満足の向上」②「収益力の強化」…

③「現場力の強化」④「安全確保と健康増進」を

柱として、安定成長の実現に向け取り組んでまいり

ました。……

具体的には、「収益力の強化」では通信事業者…

さまの設備保守拡大に向けた体制整備を完了する

など既存事業の深掘りを進めるとともに、太陽光

発電に関連する工事・保守事業等への参入準備を

進めるなど、新規事業への挑戦を始めました。また

「現場力の強化」では施工拠点の整備等を行い、…

生産性の向上や効率的な業務運営体制の構築を…

進めております。

このような取り組みの結果、当第2四半期連結

累計期間における受注高は199億81百万円（前

年同期比6.4％減）、売上高は199億54百万円（前

年同期比3.8％増）となりました。

損益面につきましては、営業利益は6億3百万円

（前年同期比31.2％増）、経常利益は7億93百万

円（前年同期比21.4％増）、四半期純利益は4億

95百万円（前年同期比27.3％増）となりました。

平成25年12月期通期の見通しにつきましては、

今後も通信事業各社におけるサービスの多様化、

高度化に向けた競争が展開され、通信ネットワーク

の整備も継続して進められると予想されること…

から、引き続き当社グループが一丸となって目標

達成に向け邁進していく所存であります。

株主の皆さまにおかれましては、今後ともより

一層のご支援、ご協力を賜りますようお願い申し

あげます。

事業の経過及びその成果

株主の皆さまにおかれましては、平素より…

当社グループの事業運営に格別のご高配を…

賜り厚くお礼申しあげます。

さて、当社グループの第67期第２四半期

（平成25年1月1日から平成25年6月30日…

まで）における事業の概要について、ご報告…

申しあげます。

平成25年9月

株主の皆さまへ

代表取締役社長

松　本　剛　平
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財務諸表（連結）

当第２四半期連結会計期間末
（平成25年６月30日）

前第２四半期連結会計期間末
（平成24年６月30日）

前連結会計年度末
（平成24年12月31日）

■資産の部

流動資産 15,606,811 14,503,748 14,735,616

固定資産

　有形固定資産 10,964,655 11,102,780 11,042,022

　無形固定資産 128,637 142,479 156,851

　投資その他の資産 5,397,055 4,758,053 4,963,324

　固定資産合計 16,490,348 16,003,314 16,162,197

資産合計 32,097,160 30,507,062 30,897,814

■負債の部

流動負債 5,638,524 5,200,209 5,180,161

固定負債 4,307,892 4,224,587 4,300,381

負債合計 9,946,417 9,424,796 9,480,543

■純資産の部

株主資本 21,252,193 20,754,491 20,974,221

その他の包括利益累計額

　その他有価証券評価差額金 591,542 29,014 139,769

　その他の包括利益累計額合計 591,542 29,014 139,769

少数株主持分 307,006 298,759 303,280

純資産合計 22,150,742 21,082,265 21,417,271

負債純資産合計 32,097,160 30,507,062 30,897,814

【連結貸借対照表】 （単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

経常利益・四半期（当期）純利益 （単位：百万円）受注高・売上高 （単位：百万円）
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区　分　 平成22年度
第64期

平成23年度
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平成24年度
第66期

平成25年度
第67期
第2四半期

受注高 39,544 34,395 38,872 19,981

売上高 37,768 38,705 37,226 19,954

経常利益 520 771 1,069 793

四半期（当期）純利益 295 275 609 495

1株当たり四半期（当期）純利益 10円86銭 10円16銭 22円47銭 18円27銭

純資産 20,903 20,973 21,417 22,150

総資産 30,152 30,080 30,897 32,097

財産及び損益の状況 （単位：百万円）

（注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

財産及び損益の状況の推移（連結）
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会社概要（平成25年6月30日現在） 役員（平成25年6月30日現在）

設 立 昭和22年4月17日

資 本 金 2,324,732,970円

事 業 内 容

○電気通信工事、土木一式工事及び電気工事の
設計、施工、保守

○測量

○建築工事の設計、施工、保守

○電気通信機器、情報処理機器及び事務用機器
の賃貸、販売

○ソフトウェアの開発、設計及び販売

○住宅設備機器、家庭用電気製品の販売

○環境配慮商品の企画、開発及び販売

○IP電話サービス事業

○インターネットを利用した販売促進に関する
企画及び実施

○宅地建物取引業及び不動産利用に関する企画、
調査、設計業務

本 社 〒730-0054　広島市中区南千田東町2番32号

支 店 広島・福山・島根・岡山・鳥取・山口・東京

営 業 所 浜田・米子・下関・徳山…

子 会 社
㈱ソルコムマイスタ、友和工業㈱、成建工業㈱、
アイネット通信㈱、㈱シー・エス・シー中国、
中国通信資材㈱、㈱電通資材

代表取締役社長 松　本　剛　平

常 務 取 締 役 平　原　敏　行

常 務 取 締 役 羽　染　　　財

常 務 取 締 役 八　幡　正　昭

取 締 役 奥　谷　徳　行

取 締 役 森　　　純　男

取 締 役 江　角　　　優

取 締 役 柴　崎　克　己

取 締 役 松　本　和　眞

取 締 役 八　幡　欣　也

常 務 執 行 役 員 俣　野　徳　夫

執 行 役 員 野々下　政　文

執 行 役 員 花　本　泰　孝

執 行 役 員 森　岡　寅　雄

常 勤 監 査 役 鈴　木　進　悟

監 査 役 八　幡　芳　久

監 査 役 佐　藤　忠　明

監 査 役 鬼　石　正　一

（注）1．取締役八幡欣也氏は、社外取締役であります。
2．常勤監査役鈴木進悟、監査役八幡芳久の両氏は、社外監査役であります。

当第２四半期連結累計期間
（自…平成25年１月１日
……至…平成25年６月30日）

前第２四半期連結累計期間
（自…平成24年１月１日
……至…平成24年６月30日）

前連結会計年度
（自…平成24年１月１日
……至…平成24年12月31日）

売上高 19,954,667 19,216,531 37,226,901

売上原価 18,330,018 17,726,927 34,454,506

売上総利益 1,624,648 1,489,604 2,772,395

販売費及び一般管理費 1,021,585 1,029,869 2,060,576

営業利益 603,063 459,734 711,818

営業外収益 195,509 198,966 368,125

営業外費用 4,588 4,696 10,770

経常利益 793,984 654,005 1,069,173

特別利益 3,351 2,775 5,135

特別損失 281 14,413 53,119

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前当期純利益 797,054 642,368 1,021,189

法人税、住民税及び事業税 263,703 253,477 411,081

法人税等調整額 32,198 △6,085 △9,528

少数株主損益調整前四半期純利益又は
少数株主損益調整前当期純利益 501,152 394,976 619,636

少数株主利益 5,567 5,660 10,179

四半期純利益又は当期純利益 495,585 389,316 609,457

【連結損益計算書】 （単位：千円）

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

財務諸表（連結）
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環境にやさしく……本紙は再生紙を使用しております。

〒730-0054　広島市中区南千田東町2番32号
TEL.082-504-3300　FAX.082-504-3389

URL　http://www.solcom.co.jp/

株主メモ
事　業　年　度 1月1日～12月31日

期末配当金受領株主
確　　定　　日 12月31日

定時株主総会 毎年3月

株主名簿管理人及び
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同　連　絡　先

三菱UFJ信託銀行株式会社　大阪証券代行部
〒541-8502
大阪市中央区伏見町三丁目6番3号
電話  0120-094-777（通話料無料）

上場証券取引所 東京証券取引所　第二部

公告の方法 日本経済新聞に掲載をいたします。

（ご注意）
1.株主様の住所変更、買取請求その他各種お手続きにつきましては、原則、口座を開設さ
れている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されて 
いる証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱UFJ信託銀行）ではお取り
扱いできませんのでご注意ください。

2.特別口座に記録された株式の買取請求その他各種お手続きにつきましては、三菱UFJ信
託銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱UFJ
信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国本支店でもお取次ぎいた
します。

3.未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
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