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親会社株主に帰属する

当期純利益 14億46百万円 前年比
151.2％

営 業 利 益 18億27百万円 前年比
144.7％

売 上 高 425億77百万円 前年比
109.2％当社グループを取り巻く環境、情勢は厳しく、通信事

業者様の設備更改工事等が今後減少していくという大き
な受注環境の変化が想定されることから、当社グループ
は、第71期をスタートとする中期経営計画（2017年～
2020年）を2017年2月に公表しました。

この中期経営計画では、安定成長のための構造転換の
実現に向け、①成長事業確立への挑戦、②既存事業の
筋肉質な体質への変革、③信頼され続ける会社への進
化、④事業を支える人づくりを柱とした取り組みを当社グ
ループ一丸となって進めております。

中期経営計画の初年度である第71期においては、情
報通信設備構築事業の効率化と、IT事業・土木事業にお
ける成長事業の受注拡大に向けた取り組みを更に推し進
めることにより、将来の安定成長のための基盤づくりを目
指してまいりました。

情報通信設備構築事業においては、近年増大した通信
事業者様の電柱更改工事の無事故完遂を目指すとともに、
柔軟で効率的な実施体制の整備や、原価管理の強化を進
めました。また、お客様宅での光関連工事についても順
調に推移しました。更に、工事材料の調達方法の最適化

などによりコストの低減に取り組みました。
IT事業や土木事業においては、ベンダとのアライアンス

やパートナー会社との連携強化、子会社を含むグループ
内での営業機能の最適配置や、互いの強みを活かした営
業活動での連携を進め、当社では初となる低圧引込線張
替工事や高速道路の設備補修工事の受注など、グループ
として事業の拡大に積極的に取り組みました。また、需要
変化に応じた人員配置を進め、効率的な運営体制の構築
に取り組みました。
「SOLCOM流改善活動」においては、モバイル関連工

事に適用する鉄塔塗装塗料飛散防止ネットを改善するな
ど、各種業務で改善活動を実践し、効率化とコスト削減
に取り組みました。

人材育成においては、新たに必要となるスキルに関する
研修を進めるとともに、既存事業における技術の継承を含
めた技能競技大会の開催や研修の充実に取り組みました。
2017年7月に開催された光通信工事技能競技大会では、
日頃培った当社グループの高い技術力を十分発揮し全国
にアピールしました。

安全においては、安全意識の浸透と安全行動の自律化
を目指す「チーム安全力向上運動」を進めるなど、安全文
化の醸成などに取り組みました。

これらの取り組みの結果、第71期の業績につきまして
は、増収増益を実現することができました。

中期経営計画の期間においては、通信事業者様の電柱
更改工事が今後大幅に減少していくものと想定しておりま
す。当社グループはこの変化に対して、IT事業や土木事
業を中心に新たな技術領域への挑戦と技術習得を進め、
成長事業として軌道に乗せるとともに、通信事業者様の
工事・保守を中心とする既存事業においては、改革と改
善により業務効率を更に高め、安定成長のための構造転
換を加速させてまいります。

また、現場の課題をチームで解決していくプロセスを通じ、
現場力を高め、生産性を向上していくための「SOLCOM
流改善活動」を更に活性化させてまいります。

株主の皆様におかれましては、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。

株主の皆様におかれましては、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。

当社グループの第71期（2017年1月1日

から2017年12月31日まで）における事業

状況についてご報告申しあげます。

 2018年3月

株主の皆様へ メッセージ

中期経営計画について

事業状況について

ソルコムグループの  未来を拓く挑戦と改革・改善を加速します

第72期（2018年）の対処すべき課題

代表取締役社長 平原 敏行
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財務ハイライト（連結）

■ 受注高 ■ 売上高 ■ 営業利益
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■ 親会社株主に帰属する当期純利益
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■ 1株当たり当期純利益（注）
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72.572.5 71.771.7 71.371.3

（注） 当社は、2017年7月1日付で普通株式5株につき1株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、第69期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり
当期純利益を算定しております。

第 72 期（2018年）  経営方針

SOLCOM流改善活動の推進

「ゼロ災」に向けた原点回帰と
未来を拓く「改革・改善」を加速しよう ！

◆ IT事業を拡大する営業・工事体制の強化
◆ 一般土木事業を拡大する事業体制の強化
◆ 新ビジネス（新技術・サービス）へのチャレンジ

◆ 運営体制の早期かつ徹底的な見直し
◆ グループ総合力の発揮による業務効率の最大化
◆ SOLCOM流改善活動の推進による現場力の発揮

◆ ゼロ災運動とチーム安全力向上による 
ソルコム安全文化の醸成

◆ 意識改革とガバナンスによるグループＣＳＲの推進

◆ 事業の維持・強化に対応した人材の確保と育成
◆ 働き方改革の推進と職場環境の整備

成長事業確立への挑戦 既存事業の筋肉質な体質への変革

信頼され続ける会社への進化 事業を支える人づくり

無事故３６５日達成

当社は、改善活動により現場力を高める「SOLCOM流
改善活動」を推進しております。
❶ 改善活動のポータルサイト「改善の泉」の運用開始
 改善活動を見える化し、全社展開と共有化を目的に改善テーマの

ポータルサイト「改善の泉」を社内情報共有サイトに開設し、現在、
約600件の改善テーマが掲載されております。

❷ 全社業務改善発表会の開催
 改善活動の成果発表及び他部門の活動状況の共有化を目的に

2017年9月、第2回全社業務改善発表会を開催し活発な発表、討
議を行いました。

全社運動Movement

オープン

Open

チャレンジ

Challenge

当事者
意識

Sense of Ownership

つながりLink現場力を
高める
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電力関連工事として、当社として初となる電力事
業者様の低圧引込線張替工事を受注し工事を進めて
おります。本工事は、一定年数を経過した低圧引込
線の張替を行うものであり、2015年から資格取得
や人材育成を進めた成果であります。

また、LED照明
や空調設備などの
電力関連工事の受
注にも取り組んで
おります。

電力関連工事の取り組み

総合第３位表彰台にて

競技中の選手

T O P I C Sト ピ ッ ク ス

土木事業においては、土木設備の長寿命化の工
事が増大するものと想定していることから、グルー
プ会社と連携して、自治体発注の下水道管きょ更生
工事の受注に取り組んでおります。本工事は、老朽
化した既設下水道管の内側に新たな管を製管するこ
とで、道路を掘り
起こすことなく強固
な下水道管として
蘇らせることを目
的としております。

下水道管きょ更生工事の取り組み

通信事業者様のアクセス設備の保守業務に取り組
んでおりますが、現在、お客様の宅内設備の故障修
理業務を主体とした宅内設備の保守業務が順次拡大
されております。

当社ではアクセ
ス・宅内保守技術
者の育成・人材確
保に取り組んでお
ります。

お客様宅内設備の
故障修理業務の取り組み 2017年7月、広島市公衆衛生推進協議会様主催

の「平和記念公園一斉清掃」に当社の多くの有志が
参加しました。この取り組みは、8月6日の平和記念
式典を前に清掃するもので、当日は原爆慰霊碑への
黙祷の後、平和記念公園一帯のごみ拾いや除草作
業を行いました。

今後も、継続し
て 清 掃 活 動、 献
血、交通安全運動
などの社会貢献活
動に取り組んでま
いります。

社会貢献活動

今後高速道路等の情報化が更に進んでいくことから、高
速道路の情報通信工事（光ケーブル敷設、非常用電話更
改、情報通信機器の設置）の受注に積極的に取り組んでおり
ます。

また、高速道路設備の老朽化による維持工事も増大して
いることから、当社として初となる道路設備補修工事（老朽
化に伴う排水溝撤去、眩光防止設備取替）を受注するなど
積極的に取り組んでおります。

今後は、当社グループの技術力と連携により中国エリア
のみならず、全国各地で受注を展開してまいります。

高速道路関連工事の受注拡大に向けて

2017年7月、（一社）情報通信エンジニアリング協会様主催の
「第12回光通信工事技能競技大会」において、当社グループ
の代表チームが過去最高成績の総合第3位を受賞しました。

本大会は、情報通信エンジニアリング事業全体の更なる技
術力向上、最新技術の普及拡大を目的に開催され、全国の通
信建設会社17社51名の選手が3競技に分かれ出場しました。
競技時間内で高い品質を求められる中、当社グループ代表3
選手は日頃の技術を十分に発揮し、3競技の全てに入賞する
など、高い技術力をアピールすることができました。

第12回 
光通信工事技能競技大会 総合第3位

※作業にあたり通信事業者様の決められた作業服を着用しております。
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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（市場第二部）
公告の方法 日本経済新聞に掲載をいたします。

お知らせ
1. 株主様の住所変更、単元未満株式の買取・買増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
お問い合わせください。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に関する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
座管理機関にお問い合わせいただくか、インターネットアドレス〈http://
www.tr.mufg.jp/daikou/〉にてご確認ください。なお、三菱UFJ信託
銀行全国各支店でもお取り次ぎいたします。

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。

株主メモ

株 主 名 持株数（千株）持株比率（%）
公益財団法人八幡記念育英奨学会 525 10.22
株式会社ミライト・テクノロジーズ 354 6.88
双栄興業株式会社 260 5.06
ソルコム社員持株会 233 4.54
株式会社三井住友銀行 212 4.12
三菱UFJ信託銀行株式会社 205 4.00
株式会社サンテック 190 3.69
花本 泰孝 177 3.44
Yホールディングス株式会社 128 2.49
浜田 淑生 99 1.93

（注） 当社は、2017年12月31日現在自己株式771,052株を保有していますが、
上記大株主から除外しています。

 また、持株比率は自己株式を控除して計算し、表示単位未満を切り捨てて表示
しています。

株式の状況 （2017年12月31日現在）

発行済株式総数 5,911,983株 （うち自己株式771,052株）
株主数 1,750名（前期末比150名減）
大株主（上位10名）

会社概要 （2017年12月31日現在）

社　名：株式会社ソルコム
設　立：1947（昭和22）年4月17日
資本金：2,324,732,970円
本　社：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・周南
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㈱、

㈱ソルコムビジネスサービス、中国通信資材㈱、㈱電通資材

（注） １．取締役八幡欣也、安村和幸の両氏は、社外取締役であります。
  ２．常勤監査役有木敏雄、監査役八幡芳久の両氏は、社外監査役であります。

取締役及び監査役 （2018年3月29日現在）

代表取締役社長：平原　敏行 取 　 締 　 役：大石　修也
常 務 取 締 役：江角　　優 取 　 締 　 役：八幡　欣也
常 務 取 締 役：大橋　大樹 取 　 締 　 役：安村　和幸
常 務 取 締 役：森岡　寅雄 常 勤 監 査 役：有木　敏雄
取 　 締 　 役：貴舩　賢次 監 　 査 　 役：八幡　芳久
取 　 締 　 役：長山　和博 監 　 査 　 役：八幡　正昭
取 　 締 　 役：鶴海　康雄 監 　 査 　 役：山中　耕司

会社・株式の状況

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




