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当社グループを取り巻く事業環境は劇的且つ急速な変化を
続けており、「総合エンジニアリング・マネジメント企業」として
更なる成長・発展を期するために、中期経営計画（2017年～
2020年：2017年2月公表）を策定し、「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」を柱とする取り組みを進め、安定
成長のための構造転換を目指しております。

中期経営計画の2年目である第72期においては、「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 ！ 」をスローガ
ンに掲げ、目標の達成に向けた施策の展開、新たな事業分野
への挑戦、IT事業・土木事業の組織体制の強化及び人員増強、
並びにSOLCOM流改善活動の活性化を加速させてまいりました。

情報通信設備構築事業においては、長年取り組んできた通
信事業者様の電柱更改工事の最終年として、本年6月末まで
に一部エリアを除き完遂させました。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。

成長事業であるIT事業においては、高速道路事業者様の設備
工事の完成、CATV事業者様の通信設備更改工事、ソリューショ
ンビジネスの拡大などにより順調に推移しました。また、ドロー
ンを活用したビジネス事業の拡大に向けた協業のほか、公共イ
ンフラ工事などの受注拡大に向けて積極的に取り組みました。

土木事業においては、通信事業者様の設備健全化工事や道
路管理者様の道路改良工事の受注などにより順調に推移しまし
た。また、土木グループ3社（当社、友和工業㈱、成建工業㈱）

とのグループ連携による一般土木工事の受注拡大に取り組みま
した。

安全においては、基本に立ち戻った事故防止のため「ゼロ災
への原点回帰」をスローガンに掲げ、当社グループ全員参加運
動を進めております。

この結果、第2四半期（累計）の売上高、各利益は次の通り
となりました。

当社は、2018年8月1日開催の取締役会において、株式
会社ミライト・ホールディングス（以下「ミライトHD」）との経
営統合について決議し、2018年9月28日開催予定の臨時
株主総会の承認を前提とし、2019年1月1日にミライトHD
を株式交換完全親会社、当社を株式交換完全子会社とする
経営統合を行うことについて基本合意いたしました。
● 経営統合の目的

当社グループを取り巻く事業環境は転換期を迎えており、これ
まで事業の柱であった通信建設工事を中心とした既存事業のみで
は今後の安定成長が望めない中、既存事業からIT事業や土木事
業を中心とした成長事業への構造転換を図る必要があります。当
社とミライトHDは株式交換を通じた経営統合を実現することによ
り、当社グループの地域に根ざした強みを活かしつつ、両社がよ
り広域に多様な事業の展開と必要な経営資源の連携を図り、企業
グループとしての機動的な意思決定と迅速な事業運営が可能とな
るため、経営統合が最善の策であると判断いたしました。

当社グループとミライトグループは、経営統合により両社が持
つブランド力、競争力等の強みを活かし、グループとして更なる
事業拡大を図り企業価値の向上に取り組んでまいります。当社グループは引き続き、中期経営計画の実現に向けた取

り組みを加速させてまいります。
情報通信設備構築事業においては、通信事業者様のアクセ

ス設備の保守業務拡大への対応や、電柱更改工事完遂後の効
率的な体制づくりに柔軟に対処してまいります。

IT事業においては、公共インフラ工事の受注拡大、新商材
によるソリューションビジネスの拡大、新ビジネスの創出などに
より一層の売上拡大に取り組みます。

土木事業においては、積極的に一般土木工事の受注を進め
るとともに、土木グループ3社と連携した技術や人材の確保に
対する取り組みを加速させてまいります。

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。

この度の西日本豪雨により被災された皆
様に、心よりお見舞い申しあげますとともに
被災地の一日も早い復興をお祈りいたし 
ます。

当社グループの第72期第2四半期（2018
年1月1日から2018年6月30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9月

株主の皆様へ メッセージ

中期経営計画について

第２四半期（累計）の事業状況について

中期経営計画の実現に  向けて成長事業の拡大に取り組みます
株式交換による完全子会社化について

下期の取り組みについて

代表取締役社長 平原 敏行

売上高 224億76百万円
 （前年同期比102.7％）

営業利益 11億56百万円
 （前年同期比103.9％）

親会社株主に帰属する
四半期純利益

8億72百万円
 （前年同期比97.3％）

● 株式交換の概要
ミライト・ホールディングス
（株式交換完全親会社）

ソルコム
（株式交換完全子会社）

本株式交換に係る
割当比率 1 2.05

● 今後のスケジュール（予定）
2018年
９月２８日 ➡

2018年
１２月２５日 ➡

2018年
１２月２６日 ➡

2019年
１月１日

臨時株主総会 最終売買日 上場廃止日 株式交換
効力発生日
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財務ハイライト（連結）安全への取り組み

あいさつは、相手とのコミュニケーションを
円滑にするための重要なツールです。

本社及び支店において、ゼロ災への原点回帰キッ
クオフを開催するとともに、推進者（総括推進者・実
行責任者・推進リーダ）の任命を行いました。任命さ
れた推進者は率先垂範し運動を推進しております。

1977（昭和52）年のゼロ災運動に携わっ
た3人の先輩方に、当時のゼロ災運動が
展開されるまでの経緯や活動の内容、推
進にあたってのポイントなどを伺いました。

総括推進者本社研修会を開催しました。
❶	理念、推進項目、到達目標
❷	全員参加運動の狙いとポイント
❸	危険予知訓練、指差し呼称の実践演習

KYTとは、危険を危険と気づく感受性を
ミーティングで鋭くし、問題解決能力を向上させ、
集中力を高め、チームワークで
実践への意欲を強める手法です。

5Sとは、整理・整頓することによって、
職場の抱える課題を解決するための改善活動です。

指差し呼称は、
目、腕、指、口、耳を
総動員して、
意識レベルを明瞭状態に
ギアチェンジする手法です。

★いつも自分から積極的に、あいさつを行います	！

★全員が日々励行し、月1回「安全品質の日」等において、
　全員で状況を確認します	！

★	日常行動の要所要所で、	
自分の確認すべき対象に、腕を伸ばしてしっかり指差し、	
はっきりした声で「○○○○	ヨシ	！	」と確認します	！

※プラスして、
　 朝礼時に相互点検により“健康・身だしなみチェック”を 

します ！

★みんなのホンネの話し合いで、
　危険をモレなく危険と気づく力を
　身につけます	！

危険（キケン）の …………………… K
予知（ヨチ）の ……………………… Y
訓練（トレーニング）の ………… T

21,384

（百万円）
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■ 経常利益

■ 総資産

■ 親会社株主に帰属する四半期純利益

■ 純資産

■ 1株当たり四半期純利益（注）

■ 自己資本・自己資本比率
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27,533
（%）●●自己資本比率■■自己資本
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（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70期の期首に当該株式併合が行われたと仮定し、1株当た
り四半期純利益を算定しております。

■ 受注高 ■ 売上高 ■ 営業利益
当社グループは、中期安全計画（2017年〜2020年）を策定しております。
第72期においては、「ゼロ災への原点回帰運動」を新たに追加し、全ての関係者に安全意識が浸透し、
自らが行動する「ソルコム安全文化の醸成・確立」に向けた取り組みを推進しております。

ゼロ災
への

原点回帰

あいさつ推進運動

キックオフの開催及び推進者の任命 特別座談会の実施総括推進者・実行責任者研修会の開催

KYT推進運動

5S推進運動

指差し呼称実践運動
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ゼロ災への原点回帰に向けた取り組み
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当社は、携帯電話基地局工事の調査業務にドロー
ン（小型無人機）を活用し、調査時間の短縮を図るな
ど、業務効率化への取り組みを進めております。

また、2018年4月には、全国規模で
ドローン運用サービスを展開する事業
者様とパートナー協定
を締結し、協業を開始
しました。

今後もドローンの機
能を用いて、インフラ
の点検や農業、観光な
どの様々な分野への活
用に取り組んでまいり
ます。

2018年3月、高速道路事業者様より受注した本
州と四国を結ぶ高速道路3路線のITS（高度道路交通
システム）スポット整備工事を無事故・無災害で完成
させました。

この工事は、高速道路にセン
サーを設置し、人と道路と自動車
の間で情報の受発信を行い、事故
や渋滞などの様々な問題を解決す
るなど、快適な道路情報サービス
の提供を実現するものです。

今後も、全国各地におい
て拡大が見込まれるITS工事
の更なる受注に取り組んで
まいります。

2018年4月2日、本社会議室において、入社式
を執り行いました。新入社員に向け平原社長は「少し
でも早く自分自身が社会における役割を果たしてい
ると感じられるようになってほしい。」と述べました。
新入社員は、夢
と希望をもって
一企業人として
のスタートを切り
ました。

危険に対する感受性を高めるため、現場における
危険を疑似体験できるVR（バーチャル・リアリティ）を
活用し、営業系・共通系を含めた全社員を対象に 
危険予知トレーニングを実施しました。

高速道路ITS工事を無事故で完成

2018年7月、西日本を中心に広い範囲で猛威を振るっ
た記録的な大雨は、各地に河川の氾濫、浸水害、土砂災
害などによる多数の死傷者及び家屋損壊を出し、断水や
停電、電話の不通などライフラインにも甚大な被害を出し
ました。とりわけ広島・岡山・山口などでは、通信事業者
様の通信ビルの水没やケーブルの損傷など、大きな被害
がありました。

このような状況のもと、当社は被災した通信事業者様の
通信設備の速やかな復旧作業に、全力で取り組んでおり
ます。

2018年5月、当社出島ビルにおいて、「2018年ソルコムグループ
技能競技大会」を開催しました。本大会は、ソルコムグループの技術
力向上・強化及び複合技術の進展を目的としたもので、日頃、現場
作業で培った各種技術を披露し相互研鑽することにより、更なる技
術力の向上を目指すものです。

各支店から選抜された20名の選手は、全国大会の選考を兼ねた4種
目に分かれて競い、出来型・プロセス・時間など、与えられた課題の
中で一つひとつの作業を確認しながら真剣に取り組み、4種目中3種目
で1位を獲得した広島支店が3年連続で総合優勝の栄冠に輝きました。

ソルコムグループ技能競技大会の開催

西日本豪雨により被災した
通信事業者様設備の復旧に向けて

2018年度入社式
～期待のルーキー23名を迎えて～

VRを活用した危険体感の実施

ドローンを活用した取り組みTop i c s ト ピ
ッ ク ス

❶	梯子昇降（転落）
❷	電柱昇降（転落）
❸		電源装置作業 

（感電）
❹		高所鉄塔作業 

（転落）

広島支店
３年連続
総合優勝

危険体感コンテンツ〈一例〉
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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〈https://
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 225 4.37
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
BNY GCM CLIENT ACCOUNT JPRD AC ISG（FE-AC） 110 2.15

（注） 当社は、2018年6月30日現在自己株式771,291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 （2018年6月30日現在）

発行済株式総数 5,911,983株 （うち自己株式771,291株）
株主数 1,606名 （前期末比144名減）
大株主（上位10名）

会社概要 （2018年6月30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6月30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

010_0720501603009.indd   1 2018/08/22   18:18:53




