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代表取締役社長

コロナ禍においても万全の対策で事業を継続

効率化施策の効果で
対前年同期比で大幅な増収増益となる
　新型コロナウイルス感染症は今年度においても猛威を振るって
いますが、コムシスホールディングス（以下「コムシスグループ」）では
テレワークの推進やリモート会議の徹底など、万全を期して事業を継続
してきました。コムシスグループの2022年3月期第2四半期決算は、
受注高は成長セグメントにおける前期大型案件反動の影響により2,724

億円（前年同期比70億円減）となりましたが、売上高 2,537億円（前年
同期比194億円増）、営業利益180億円（前年同期比56億円増）と
増収増益となりました。通信キャリア事業においては高度無線環境
整備推進事業に関わる全国規模の光ファイバー網整備工事、通信キャ
リア各社の5G基地局工事、新規参入した楽天モバイルの全国拡大工事
などにより繁忙となりましたが、主要事業会社間の垣根を越えたリソース
の有効活用により効率的な収益獲得を実現できました。成長セグメント
（ITソリューション事業・社会システム関連事業等）においてはボトムライン
拡大につながる高粗利案件への注力を徹底することで利益率を向上させ
ています。「コムシスビジョンNEXT STAGE 2023」の達成に向けて収益
獲得に繋がる構造改革をさらに加速させたいと考えています。
　株主還元については、中間配当は１株当たり5円増配の45円、期末
配当も5円増配の50円を予定しており、年間配当は95円とする予定

です。自己株式取得については、上半期に実施した40億円に加え、
総還元性向70％を目安として40億円の追加実施を予定しています。

コムシスビジョンNEXT STAGE 2023
達成に向け各セグメントの戦略を徹底
　2024年3月期に売上高6,000億円、営業利益500億円を目指す
「コムシスビジョンNEXT STAGE 2023」の道のりは、残すところ
2年余りとなりました。目標達成に向け、各セグメントの戦略をより
一層推進したいと考えています。
　NTT固定系事業においては一部工事の受注は漸減傾向にありま
すが、業務用 ITプラットフォーム構築によるシステム統合を通じて業務
の標準化・集約を行うことで利益率向上を目指します。NTTドコモ及び
NCCのモバイル系事業においては5G需要により繁忙が継続すると
見込まれ、それに対応できるよう全社的なリソース活用を推進します。
成長セグメントにおいては、民間・官公庁を相手に更なる事業拡大を
目指し、ITソリューション事業ではGIGAスクールに代わる大型案件、
社会システム関連事業等では次なる再生可能エネルギー事業・高速
道路関連事業等の獲得に取り組みます。また、有力ベンダーとの協業
拡大やM&Aも積極的に検討していきます。
　株主の皆さまにおかれましては、なお一層のご支援ご鞭撻を賜り
ますようお願い申し上げます。

さらなる構造改革による競争力強化と
企業価値向上を実現し、
中期ビジョン達成に向け邁進します

株主の皆さまへ
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◉  受注高

◉  親会社株主に帰属する四半期純利益

◉  売上高

◉  営業利益

2,7952,795 2,7242,724

5,7005,700
（億円）

計画実績
当第2四半期 通期前年同期

実績

2,3422,342 2,5372,537

5,8005,800
（億円）

計画実績
当第2四半期 通期前年同期

実績

（億円）

124124
180180

430430

計画実績
当第2四半期 通期前年同期

実績

（億円）

8989
123123

290290

計画実績
当第2四半期 通期前年同期

実績

（億円）

売上高・営業利益で前期より大幅な増加を達成。期末に向け着実な目標達成を目指します。

-2.5%

+45.8%

+8.3%

+38.5%

対前年同期比

対前年同期比

対前年同期比

対前年同期比

2022年3月期第2四半期連結累計期間のご報告
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◉  事業別売上構成比（2022年3月期第2四半期連結累計期間）

■  主要事業会社グループの主な担当事業

　NTTグループさま向けに有線・無線ネット
ワーク構築における電気通信設備工事を
行っています。また近年では、設備運営業
務（保守・故障修理業務）も一部のエリアで
受託しています。

　固定系事業の高度無線・光化、モバイル

系事業の５G施工が好調だったことにより、

受注高・売上高ともに前年同期より増加し、

計画通りに推移しています。

売上高受注高
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

2,554 2,504

1,343
1,057

1,201
1,031 1,1061,211

2,582
2,421

2,230
2,460

（億円）

売上高受注高 売上高受注高

主要事業会社
グループ

担当事業

NTT設備事業 NCC設備事業 ITソリューション
事業

社会システム
関連事業等

日本コムシス
グループ ● ● ●

サンワコムシス
エンジニアリング
グループ

● ● ●

TOSYSグループ ● ● ●

つうけんグループ ● ● ●

NDSグループ ● ● ● ●

SYSKENグループ ● ● ● ●

北陸電話工事
グループ ● ● ● ●

COMJOグループ ●

※ NCC＝New Common Carrierの略

NTT設備事業

NTT設備事業

43.6%

NCC設備事業

8.7%

社会システム関連事業等

31.9%

ITソリューション事業

15.8%

売上高

2,537
億円

第2四半期累計売上高

1,106億円

 第2四半期　  通期　  予定

前年同期比
+75億円
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社会システム関連事業等

　NTTグループさま以外の電気通信事業者
さま向けに有線・無線ネットワーク構築にお
ける電気通信設備工事、CATV工事、付帯
設備工事を行っています。

　全国施工体制と豊富な高度技術者によ
り、企画提案から保守サービスまで、お客
さまの業務に最適な ICTトータルソリュー
ションサービスを提供しています。

　上下水道工事および電気・通信設備の設
計・施工をはじめ、ガス関連設備の構築、さ
らに太陽光発電・バイオマス発電などの環
境エコ関連事業を行っています。

　好調な楽天モバイル事業、ソフトバンク

事業により、受注高・売上高とも前年同期よ

り増加しました。計画達成に向け、工事進

捗向上を目指します。

　前期のGIGAスクール、大型案件の反動

で、受注高は減少しましたが、売上高は計

画通りに推移しています。下期は積極的に

案件の獲得を目指します。

　太陽光案件の反動で受注高は減少しまし

たが、工事は順調に進捗しており、売上高

は前年同期より増加しました。着実に案件

を獲得し、計画達成を目指します。

売上高受注高 売上高受注高 売上高受注高
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

504

229

472
530

500

434 437

188
248

220
182 193

（億円）

売上高受注高 売上高受注高 売上高受注高
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

1,008

536
432

566

394

981
1,053 1,055

（億円）
1,070 1,070

501
401

売上高受注高 売上高受注高 売上高受注高
2020年3月期 2021年3月期 2022年3月期

1,909
1,685

746

1,126

728798

1,723 1,682

（億円）
1,870

1,770

763 808

NCC設備事業 ITソリューション事業

 第2四半期　  通期　  予定  第2四半期　  通期　  予定  第2四半期　  通期　  予定

第2四半期累計売上高

220億円

第2四半期累計売上高

808億円

第2四半期累計売上高

401億円
前年同期比
+32億円

前年同期比
+79億円

前年同期比
+7億円
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　コムシスグループは、情報通信工事から、都市環境整備や ICT関連工事、太陽光発電等の再生可能エネルギー事業まで幅広く
手掛ける総合エンジニアリング企業です。通信インフラをはじめとして、上下水道管路や高速道路設備といった社会インフラの
補修・更改工事、先進のネットワークや情報処理基盤の構築等を通じて、さまざまな社会課題の解決に貢献しています。
　多くの社会課題が発生する中で、お客さまの課題やニーズもますます多様化しています。当社は、「インフラ造りを通じた社会
貢献」というグループの理念を達成し続けるために、グループ横断でONE COMSYSとしてお客さまの課題解決を支援し、当社
の新たな事業機会の獲得につなげています。

　総務省では、離島や豪雪地帯等の条件不利地域で
の5G・IoT等の高度無線環境の実現に向けて、前提と
なる光ファイバー網の整備を支援しています。当社
では、全国規模で5Gや光ファイバーアクセスにより
ブロードバンドサービスを普及させるべく、グループの
施工リソースを集結し高品質な光ファイバー網を施工
しています。

　IoTの活用により農業経営の高度化・省力化を図り、
「高い生産性」を持ち、多様な人材が働きやすい「持続
可能な農業」経営の実現を見据えた「次世代施設園芸」
が注目されています。
　コムシスグループは、通信キャリアさまとの協業により、
次世代施設園芸を支える大規模施設園芸（ハウス）の
建設と自動化システム、生産環境制御等の農業 IoT

環境構築に携わっています。

大規模施設園芸（ハウス）× 農業IoTビジネスへの参画

総務省が支援する光ファイバー網整備事業に貢献

牧場での光ファイバーケーブル新設工事（美幌町）

大規模施設園芸（ハウス）のイメージ

5

事業トピックス －事業を通じた社会貢献－



　コムシスグループは、オフィスだけでなく現場においてもITツールを利用した生産性向上に取り組んでいます。
今回は、コムシスグループでガス工事を担う（株）カンドーの取り組みをご紹介いたします。

　現場の状況をリアルタイムカメラで本社と共有し、「見守り
センター」から専任インストラクターが直接、現場にアドバイ
スしています。現場の施工班の効率化と新型コロナウイルス
感染症への感染リスク低減を実現するとともに、いつでも
相談できる安心感やコミュニケーションの増加により、若手の
育成にも結び付いています。

現場を支えるリモート体制

現場における働き方改革 バックヤードにおける働き方改革

タブレットPCを使った現場の作業風景

本社「見守りセンター」

　これまでガス工事現場で扱う図面・写真・帳票類を紙ベー
スで管理していましたが、タブレット端末を導入し、ペーパー
レスで作業できるようになり、事務所での作業が大幅に軽減
されました。また、移動の効率化を図るため、本社を含め
3カ所にサテライトオフィスを設置し、時間外労働の削減も
達成しています。

ITツールとサテライトオフィス

カメラを定点で用い工事現場を
全景撮影
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ESGトピックス －DXを活用した現場における生産性向上－



2021年3月31日現在

期末残高
329

期末残高
470

+256 +5

▲26 ▲94

2021年9月30日現在

（億円）

2020年
3月期

2019年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2022年
3月期

2021年
3月期

（円）

40

20 25 30 35 40 45
20

25
30

40
45 5060

50

75

85
95

2020年
3月期

2019年
3月期

2017年
3月期

2018年
3月期

2021年
3月期

（円）

1,848.33

129.96 178.64 230.10 202.97 232.72

2,008.42
2,318.35 2,424.83

2,619.63

2021年9月30日現在2021年3月31日現在

固定資産
1,984

純資産
3,351

流動負債
965
固定負債
203流動資産

2,536

▲20

+43
利益剰余金の増加等

▲251
完成工事未収入金の

減少等

▲316
工事未払金の減少等

2021年3月31日現在

（億円） 4,521 4,7944,794

▲0

（ ）

◉  1株当たり配当金　 ■  1株当たり純利益・純資産

◉  連結貸借対照表

◉  連結キャッシュ・フロー

資産の部 負債・純資産の部

▲272 ▲272

 中間　  通期　  予定  純利益　  純資産

営業 
キャッシュ・フロー

税引前 
四半期純利益等 （ ）（ ）（ ）

投資 
キャッシュ・フロー

有形固定資産の 
取得等

財務 
キャッシュ・フロー

配当金の支払い等
その他

連結の範囲の 
変更に伴う現金及び 
現金同等物の増減額

財務ハイライト
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日本コムシス（株）
人材育成部　人材部門

イン ワンチュンさん

ダイバーシティ
への取り組み

仕事内容

中国出身。日本の大学を卒業後、2020年入社。現在は、

労働組合との交渉を円滑に進めるために、勤務実績の管理

や時間外労働報告書などの作成を担当。また、派遣社員

の契約関連の業務も行っています。

Q 日本コムシスのどこに興味を持って
入社されましたか。 Q 現在携わっている業務について、

やりがいや難しい点を教えてください。

A.インフラ建設に関わる仕事を行っており、人が知らないところで
社会を支える仕事である点に興味を持ちました。例えば、スマートフォン
を利用する際の通信や、高速道路のトンネルのライトなど、一般の人
は知らないけれど、社会を支える仕事であることに魅力を感じました。
また、コムシスグループは、太陽光発電など多岐にわたる事業形態が
あることも入社を希望した理由の1つです。

A.これまでエクセルでやり取りしていた派遣社員の情報管理につい
て、社内システムの機能を使ってやり取りできるシステム構築に携わり、
今年4月から運用を開始しました。私は文系出身でシステム系はあまり
得意ではないのですが、実際に使う人の要望を聞いてシステムの改良
を行い、業務の効率化が実現できたことに達成感を感じています。

Q
人事関連の仕事をする中で、今後コムシス
グループの成長のためにどのような人材が
必要だと感じていますか。

Q
コムシスグループは、国籍や性別に関係なく
働ける会社だと感じますか。また、働くにあたり
どのような心構えが必要でしょうか。

A.コムシスグループが求めている人材とは、まさに日本コムシスの
行動指針によって表されていると思います。社長も常々話している
ように、行動指針をベースに常に変革していける人材であること、
そして「自立」と「自律」両方の側面を体現できる人材が必要とされ
ていると思います。

A.グループ全体として2016年にダイバーシティ・プロジェクトを発足
以降、社員のワークライフバランスを支える制度の整備に取り組んで
きました。採用活動でも多様性を重視し、女性だけでなく私以外の
外国人の方も増えています。外国人の方が持つべき心構えは「理解
できないことに対しては『分からない』と伝えること」だと思います。
そうすれば聞かれた側も一生懸命答えることが必要になり、職場での
受け入れ体制が促進されるのではないでしょうか。

外国人社員インタビュー

日本コムシス行動指針
https://www.comsys.co.jp/company/message.html

DX戦略やSDGsについて詳しくご確認いただけます。
https://www.comsys-hd.co.jp/ir/library/library10.html

■  統合報告書：
「COMSYS GROUP REPORT 2021」を公表しました。

■  昨年に引き続き、新型コロナウイルス感染拡大防止の一環として、IR活動のオンライン化を進めています。
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IRトピックス



◉  株式数・株主数

◉  株価の推移

◉ 大株主 

◉  所有者別株式分布状況  
（所有株式数の構成比率、株主数）

（円）

2021年
7月

2021年
4月

2021年
1月

2020年
10月

2020年
7月

2020年
4月

2020年
1月

2019年
10月

2019年
7月

2019年
4月

2019年
1月

2018年
10月

2018年
7月

2018年
4月

4,000

0

3,000

2,000

1,000

株主名 持株数（千株）構成比率（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 32,845 23.29

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 13,835 9.81

日本生命保険相互会社 3,247 2.30

株式会社日本カストディ銀行（証券投資信託口） 3,127 2.21

コムシスホールディングス従業員持株会 2,098 1.48

JP MORGAN CHASE BANK 380072 2,006 1.42

住友不動産株式会社 1,661 1.17

株式会社日本カストディ銀行（信託口7） 1,587 1.12

JPモルガン証券株式会社 1,584 1.12

明治安田生命保険相互会社 1,554 1.10

※当社は、2021年9月30日現在自己株式16,845千株保有しておりますが、上記大株主から除外しております。

発行可能株式総数 580,000,000株

発行済株式総数 141,000,000株

株主数 19,350名

個人他 
14.4%
（18,537名）

外国法人等 
16.5%（354名）

その他法人 
5.0%（326名）

金融機関 
48.1%（87名）

自己株式 12.0%（1名）

証券会社 
4.0%（45名）
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株式の状況 （2021年9月30日現在）



内部統制室

内部監査室

◉  組織図 （2021年6月29日現在）

◉  役員 （2021年6月29日現在）商号 コムシスホールディングス株式会社
（英文名）COMSYS Holdings Corporation

本社所在地 〒141-8647

東京都品川区東五反田二丁目17番1号
電話：03-3448-7100（代表）

ホームページ https://www.comsys-hd.co.jp/

事業内容 情報通信工事事業、電気設備工事事業及び
情報処理関連事業等を行う子会社の経営管理等

設立年月日 2003年9月29日

上場取引所 東京証券取引所（市場第一部）

資本金 100億円

■代表取締役社長 加賀谷 卓

■取締役 佐藤 謙一
大村 佳久
玉村 知史
熊谷 仁
尾﨑 秀彦
野池 秀幸
打出 邦彦
北口 隆也

■取締役  （常勤監査等委員） 安永 敦

■社外取締役  （監査等委員） 宮下 正彦
中戸川 健一
川名 浩一
浅井 宏行
山本 英生

※社外取締役の5氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

監査等委員会
指名・報酬諮問委員会

CSR委員会

コンプライアンス委員会

リスク管理委員会

個人情報保護運営委員会

経営会議

経営企画部 事業拡大推進室 IR部 財務部 総務部 人事部 内部統制監査部

取締役会

社 長

DX推進部

総務部門

法務部門

広報部門

CSR推進室

経営企画部門

経営戦略部門

グループ戦略部門
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1.  株主さまの住所変更、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、左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。

1.  2014年以降の上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率について  

2014年1月1日以降に個人の株主さまが支払いを受ける上場株式等の配当
等には、原則として20.315%※の源泉徴収税率が適用されます。
※  所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5% 
なお、株主さまによっては本ご案内の内容が当てはまらない場合もございます。
詳細につきましては、最寄りの税務署、税理士等にお問い合わせください。

2.  少額投資非課税口座（NISA口座）における配当等のお受け取りについて  

新規に購入された当社株式をNISA口座で所有される場合、配当等につき
非課税の適用を受けるためには、口座管理機関（証券会社等）を通じて配
当等を受け取る方式である「株式数比例配分方式」をお選びいただく必要
がございます。ご所有の株式のうち、特別口座に記録された株式をお持ち
の株主さまは「株式数比例配分方式」をお選びいただくことができませんの
でご注意ください。NISA口座に関する詳細につきましては、お取り引きの
証券会社等にお問い合わせください。

※本冊子記載の金額については、億円未満を切り捨て表示しています。

ホームページ
二次元バーコード 

コムシスホールディングスのホームページは下記の通りです。

https://www.comsys-hd.co.jp/

編集事務局からのお願い

本誌に関するご意見・お問い合わせは、IR部 Tel.03-3448-7000
または、ホームページの「お問い合わせ」フォームをご利用ください。

事業年度 4月1日～翌年3月31日

期末配当金
支払株主確定日

毎年3月31日

中間配当金
支払株主確定日

毎年9月30日

定時株主総会 毎年6月

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

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
東京都府中市日鋼町1-1

電話：0120-232-711（フリーダイヤル）

同郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

公告掲載方法

電子公告
公告掲載URL（当社ホームページ）
https://www.comsys-hd.co.jp/
（ただし、電子公告によることができない事故、その他やむを
得ない事由が生じた時には、日本経済新聞に公告いたします。）

単元株式数 100株

証券コード 1721

株主メモ

お知らせ

ご案内


