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｢第 2次中期経営計画｣（平成 18年度～平成 22年度）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 15 年度を初年度とする第１次中期経営計画（「新 3カ年計画」）を策定し、

技術力、収益力及び競争力の強化に向けて積極的な人材投資、設備投資等の諸施策を実施

してまいりましたが、当社の主たる取引先である日本電信電話株式会社グループから発表

されました「NTT グループ中期経営戦略」（平成 17 年 11 月発表）にも対応すべく、当社

「第 2次中期経営計画」（平成 18 年度～平成 22 年度）を策定しこれを進めて行くことと

いたしましたので、下記の通りお知らせいたします。 

 

記 

 

Ⅰ.  ｢新 3カ年計画｣の達成状況 

 

昨今の情報通信分野は、技術革新が目覚しく、100 年余続いた固定電話中心の時代か

ら、超高速インターネットや第 3 世代携帯電話の時代へと急激に変化し、ブロードバン

ド通信時代の本格的な到来を迎えております。当社の主たる取引先であります NTT グル

ープにおいては、｢NTT グループ中期経営戦略｣を発表され、ブロードバンド・ユビキタ

ス社会の実現に向けて、平成 22 年度には全国 3,000 万世帯のお客様に光サービスを提供

すべく次世代ネットワークの構築を強力に推進しておられます。東北地方においても、

光ファイバーケーブルによる超高速インターネットサービス普及のためのインフラ整備

工事やインターネット関連工事が、毎年倍増のペースで進められております。 

当社は、このような急激な市場の変化に迅速に対応するため、｢新 3 カ年計画｣（平成

15 年度～平成 17 年度）を策定し、技術者の大量育成や工事用装備類の充実、社内シス

テムの整備等の大規模な人材投資・設備投資を実施し、業務の効率化・競争力の強化を

図り、当社グループの企業価値・株主価値の向上に努めてまいりました。 

「新 3カ年計画」では、計画完了後の平成 18 年度において、単体ベースで、売上高約

275 億円、経常利益約 12 億円、純利益約 6.5 億円、また、連結ベースで、売上高約 320

億円、経常利益約 15 億円、純利益約 8億円を計上することを目指してきました。 
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これに対し、当社グループは、東日本電信電話株式会社からの光ファイバーケーブル

やインターネット関連工事及び株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ東北からのモバイル

関連工事の積極的な受注、円滑な工事の推進に努めた結果、平成 17 年度の売上高は、当

初計画を上回り、単体ベースで約 316 億円、連結ベースで約 370 億円となりました。ま

た、平成 18 年度の売上高は単体ベースで 340 億円、連結ベースで 390 億円の見込みであ

ります。 

一方、利益に関しましては、「新 3カ年計画」の中で発表の通り、平成 15 年度から平

成 17 年度にかけて実施した設備投資及び人材投資の結果により、一時的に低下しました

が、平成 17 年度の経常利益及び純利益は、単体ベースで、それぞれ約 8.7 億円、約 4.5

億円、連結ベースで、それぞれ約 11.4 億円、約 5.9 億円となりました。これに対して、

平成 18 年度の経常利益及び純利益は、単体ベースで、それぞれ 13 億円、7.5 億円、連

結ベースで、それぞれ 15 億円、8.5 億円の見込みであります。 

なお、「新 3カ年計画」における設備投資及び人材投資の総額は当初の計画通り約 23

億円となり、設備投資に関しましては、開発・研修センタの建設をはじめ、社内システ

ムの更改、バケット車や光心線接続機等の購入を行いました。また人材投資に関しまし

ては、光技術者を延べ 2,156 人、IP 系技術者を延べ 1,164 人育成し、平成 17 年度末の

光技術者総数は平成 14 年度末に比べ 688 名増加し、1,430 名となりました。これら今後

の事業運営の布石となる諸施策が実を結び、東北地方における超高速インターネット

（「Ｂフレッツ」等）加入者の大幅増に伴う工事等を円滑に実施することができました。 

 

Ⅱ.  ｢第 2次中期経営計画｣策定の前提となる市場・経営環境 

 

｢NTT グループ中期経営戦略｣によれば、NTT グループは平成 22 年度までに次世代ネッ

トワークによる光サービスを全国 3,000 万世帯のお客様に提供する取組みを行ってお

り、これに伴い、光電話、インターネット及び放送を一つの回線で提供するトリプルプ

レーサービスや固定通信と移動通信の融合(FMC/Fixed-Mobile Convergence)等通信事業

におけるサービスの融合が進むものと予想され、情報家電を含む宅内工事分野の拡大、

超高速インターネット事業分野の拡大、TV や映像通信の新事業分野の拡大等が期待され

ます。当社といたしましては、今後とも「新 3 カ年計画」の諸施策を十分に活かし、よ

り効率的な事業運営を推進するとともに、このような市場環境に対応するための新たな

技術者の育成及び事業展開が急務であると考えております。 

さらに、NTT グループの構造改革により、従来 NTT グループが行っていた各種通信設

備に関するメンテナンス業務を当社が受託することも期待されることから、それに対応

できる新たな当社グループ運営体制の確立及び技術者の育成が必要であると考えており

ます。 

他方、モバイル事業では、既存事業者の設備投資がさらに拡大するとともに、新規事

業者による参入が始まっており、受注の拡大を目指すためには、より効率的な業務運営

体制を確立し、営業活動を強化する必要があります。また、平成 18 年度に導入予定の第
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3.5 世代携帯電話(HSPDA/High Speed Downlink Packet Access)や平成 21 年度に導入予

定の第 4 世代携帯電話などモバイル技術の高度化が進んでおり、これらの工事を行うた

めの技術者の育成及び現場力の強化も必要であります。 

これらに加えて、会社法等の法令改正に伴うコーポレート・ガバナンスの強化及びコ

ンプライアンス経営の推進、将来発生が予測されている宮城県沖地震等大規模災害への

対応も求められております。 

 

Ⅲ.  ｢第 2次中期経営計画｣の概要 

 

1．  事業戦略及び財務戦略 

 

当社は、「新 3 カ年計画」の中で投資した諸施策をベースとして以下の事業戦略

及び財務戦略を実施することにより技術力及びコスト競争力をより一層強化し、｢信

頼される情報通信エンジニアリング会社｣として企業価値及び株主価値の更なる向

上を図ることとします。株主の皆様におかれまして、引き続き当社へのご支援を賜

りますよう心よりお願い申し上げます。 

 

(1) 事業戦略 

 

事業戦略の重点項目は、 

①経営の効率化 

②グループ運営体制の刷新 

③事業領域の拡大 

④現場力の強化 

⑤企業の社会的責任 

であり、その骨子は別紙の通りであります。 

 

(2) 財務戦略 

 

今後とも、株主の皆様に対する適切な利益還元を重視するとともに、資金需要の不

安定な建設業界において、東北地方における安定した情報通信サービス・インフラの

提供という公共的な役割を果たす必要があることから、高い信用力を保持することが

不可欠であります。また、情報新時代への移行期にある等現在の経営環境も勘案し、

将来の事業拡大や設備投資等の中長期的な資金需要の可能性にも備えることが収益

力・競争力の維持・強化に必須であることから、「必要かつ十分な内部留保の維持と

適切な株主還元」をバランスよく実施することを利益配当の基本方針としておりま

す。 

具体的には、平成 18 年度から平成 22 年度におきましては、経営環境の変化等によ
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り短中期的な不測の資金需要が発生する場合を除き、配当性向 50%以上（但し、1 株

当たり 10 円を下回らない）を目処に適切な株主還元を実施することを目標とします。 

 

2．  達成すべき数値目標 

 

 (1) 当社グループ連結ベースの数値目標 

 

平成 22 年度の売上高については、430 億円(平成 17 年度に比べ約 60 億円増)を目

指し、また、平成 22 年度の利益については、経常利益 18 億円(平成 17 年度に比べ約

6.5 億円増)、純利益 10 億円(平成 17 年度に比べ約 4億円増)を目指しております。 

さらに、平成 22 年度の株主資本利益率（ROE）については、5.5%(平成 17 年度に比

べ約 1.7％改善)を目指しております。 

 

(2) 当社単体ベースの数値目標 

 

平成 22 年度の売上高については、380 億円(平成 17 年度に比べ約 60 億円増)を目

指し、また、平成 22 年度の利益については、経常利益 16 億円(平成 17 年度に比べ約

7億円増)、純利益 9億円(平成 17 年度に比べ約 4億円増)を目指しております。 

さらに、平成 22 年度の株主資本利益率（ROE）については、5.7%(平成 17 年度に比

べ約 2.5％改善)を目指しております。 

 

以 上 
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「ＴＴＫグループ第２次中期経営計画」(平成18～22年度)の骨子 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

経経営営のの目目指指すすもものの  
 

[企業価値･株主価値の向上] 

1.経営の効率化 

2.グループ運営体制の刷新 

3.事業領域の拡大 

4.現場力の強化 

事業領域

〇ブロードバ キタス関

業の拡大 

〇モバイルの市 高度

の対応 

〇ビジネスソ よ

の創成（受

地域活動

〇社会貢献活動の推進 

〇地元産業界との連携

財務・投資

〇ＲＯＥの向上 
〇ポートフォリオの最適化による資
産の有効活用 

事業運営体制

〇光工事体制の強化 
〇ＢＰＲと業務運営の効率化による
原価改善 

〇グループ運営の効率化 

安全品質等

〇安全品質の向上 

〇大規模災害対策の強化

ガバナンス･コンプライアンス

5.企業の社会的責任 

人材育成 

〇将来を展望した技術者の育成 
〇技術指導･支援の強化（技術センタ
の設置） 

＜＜別別紙紙＞＞ 

〇経営情報の迅速な開示 

〇コンプライアンス経営の推進 

・内部統制システムの構築 

・個人情報等ｾｷｭﾘﾃｨ対策の強化 

〇内部監査機能の強化
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ロードバンド･ユビキタス社会の実現を担う！


