収束に至っておらず︑

引き続き︑当初計画の 野の不採算案件はまだ

経営の独立性・国内外

が︑上場会社としての

会社﹂の傘下となる

外グループ会社の経営

けた具体的な目標を海

にフィットしていくこ

一方で︑新しい技術

に対するデータ本部の

第２四半期連結決算
た主な会社見解

データ本部は、これまでの家庭用常備薬に
加え、今年度から開始した「福島での社会貢
献活動（福島に寄り添う復興支援）
」の受け
入れ団体である「ＮＰＯ法人しんせい」が作
るお菓子「ぽるぼろん」や、各地の復興支援
商品も販売いたします。
団体のご厚意により、組合員の皆さんは税
抜き価格で購入いただけます。
なお、売り上げの一部を「福島での社会貢
献活動（福島に寄り添う復興支援）
」に役立
たせていただきます。

➡

➡

➡

➡

➡
10,227

+623 +6.5%
営業利益

563

601

+37 +6.6%
当社株主に帰属する
四半期
（当期）
利益

353

387

+33 +9.4%

+100 +0.5%
売上高

20,393

21,000

+607 +3.0%
1,232

1,420

+188 +15.2%
812

900

+88 +10.8%

ると認識している︒

も︑二〇一九年三月期

陣とも議論している︒

とも必要であり︑当社

認識等は︑別途︑分会長

■今後の取り組み

で目標達成をめざす︒

③さらなるガバナン

事業全体を考えればバ

会議で意思統一する︒

■労使間論議で示され

ス強化には︑必要とな

ランスを見ながら事業

「各種復興支援商品」
「家庭用常備薬」
の販売

➡

9,605

正清

裕基さん

金融第二分会

◀飲んでいるプロテイン

いく︒

使間論議を深化させて

検討状況等に応じ︑労

策定に向けた会社側の

営計画﹄については︑

ともに︑次期﹃中期経

続的な確認を行なうと

るとの認識に立ち︑継

の維持・向上につなが

雇用の安定と労働条件

計画の達成が組合員の

データ本部は︑事業

筋力トレーニング

◆申し込み、支払い方法
所属の分会・部会にお問い合わせください。

ご協力を！ ︵Ａ・Ｉ︶

まずは買って︑支援で

ルが高いという人は︑

に参加するのはハード

すめだ▼福島県の活動

ておいしく︑私のおす

ん﹂は︑シナモンがきい

れるお菓子﹁ぽるぼろ

する障害者施設で作ら

している︒今回作業を

グルメや薬品等を販売

は今︑被災地のご当地

▼また︑データ本部で

いね！﹂をしてほしい

ｋ﹂で報告するので﹁い

本部﹁ｆａｃｅｂｏｏ

活動もようは︑データ

害者施設で作業する︒

害のあった農家や︑障

今回は︑原発事故の被

に応え復興を手伝う▼

された皆さんのニーズ

﹁東日本大震災﹂で被災

実施するが︑

今年度は二回

でスタート︒

活動が福島県

しい社会貢献

ータ本部の新

いよいよデ

私は入社以来、飲み会続きでお
なかがぶよぶよになり、筋トレに
力を入れ始めました。曜日ごとに
上半身、
下半身、
有酸素運動と分け
て行ない、
プロテインを飲み始め、
徐々に結果が。次の夏までには引
き締まった体になることをめざし
て、飲み会の誘惑に負けずに日々
のトレーニングを頑張ります！

ら︑引き続き世の中が
求める水準を満たすよ

達成をめざす︒

売上高

体を鍛える

ぽるぼろんは福島の12事業所が協働で作
っています。シナモン風味と柔らかな食感が
魅力のぽるぼろん。そのルーツはスペイン・
アンダルシア地方発祥の祝い菓子です。口の
中で溶ける前に、
「ぽるぼろん」と３回唱え
れば願いがかなうと言われています。

るコストも見極めなが

締め切り迫る！！

➡

データグループ第２四半期連結決算

う︑必要な指導・監査

ける大型案件の反動減
■現﹃中期経営計画﹄ 引き続き注視し︑状況

「中期経営計画」
順調に推移
等に取り組んでいく︒

②公共・社会基盤分野

④﹁グローバル持株
データグループの第２四半期連結決算なら
における不採算額の増

ことに変わりはなく︑

の一体経営・データブ

②北米は︑第１四半

企業価値を高めてい

や影響度合いを見極め

びに通期連結業績予想︑二〇一九年三月期ま

売上高２兆円超

での﹃中期経営計画﹄達成に向けた取り組み
等による︒

期においてＰＭＩがほ

く︒

ランドを維持していく

加
％増

中期経営計画目標の

ぼ完了したことによる

営業利益

スに転じていくもくろ
一つである連結売上高

ていく︒

状況等が︑一一月二日に発表された︒データ
なお︑北米について

であった︒この主な要
みである︒

は︑下期にかけてプラ
因は︑好調な国内事業

⑤上流・製造・開発・

⑥次期﹃中期経営計

運営を行ないたい︒
運用・保守の一連の流

コスト負担の減少︑体
制整備等が︑改善に寄

二兆円超は︑二〇一八
年三月期で達成してお

■通期連結業績予想

規模拡大等による︒

とＥＭＥＡ・中南米の

社との経営協議会のもよう等を報告する︒
■第２四半期連結決算
対前年同期比で
﹁増収・増益﹂

は︑社内で検討を重ね

画﹄の策定に関して

た上で︑労使協議を深

れが次のビジネスにつ
ながる︒それぞれの業

与している︒

務に従事する社員はい

り︑引き続き増収を見

一部の分野において

海外ビジネスの利益

当初計画達成へ

第２四半期連結決算

率改善は︑まだ弱い部

+446 +5.1%

化させていきたい︒

現時点︑計画に対し 込むとともに︑調整後

9,204

ずれも重要な人財であ

堅調に進捗しており︑ 営業利益ＦＹ二〇一五

8,758

比 五 〇 ％ 増 に つ い て 分はあるが︑将来に向

対前期マイナスが生じ

19,600

親会社の所有社に
帰属する当期利益

http://www.ntt-union-data.gr.jp/

データ本部ホームページへアクセスを！

No.379

MYブーム

た要因は︑①前期にお

19,500

営業利益

①公共・社会基盤分

◆商品配布予定
12月中旬〜下旬ごろ

50

の収支状況は︑対前年
2019年
2018年
前年
前年
3月期
3月期
同期比
同期比（比率）
第2四半期 第2四半期
（金額）
（4 〜 9月）
（4 〜 9月）

同期で﹁増収・増益﹂

受注高

➡
受注高

http://www.
ntt-union-data.gr.jp

前年
前年
2018年
2019年
同期比
同期比（比率）
3月期概算 3月期予想
（金額）
〒135-6021
江東区豊洲3-3-3
豊洲センタービル
21F
050-5546-8047
03-5546-8048

通期連結業績予想
（IFRS）（単位：億円）
2019年3月期
表２

（単位：億円）

第2四半期決算
（IFRS）
2019年3月期
表１

２０１８年１１月１０日（土）
（8）
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災害への備えはできていますか？
熊本地震の教訓から学ぶ

防災・減災学習会 ＩＮ 熊本

ある︒偶然︑地震の直
発災当時︑①役員相
で得たノウハウ等を長

情や復旧・復興の過程

訓を記録し︑被害の実

ず︑台風や豪雨等によ

近年は︑地震に限ら

が印象的だった︒

あると述べていたこと

第

回

米丸交渉政策部長

や事業本部等と﹁経営

分会は︑対置する会社

を迎え︑データ本部と

第２四半期決算時期

展望等も論議する︒

た課題と解決に向けた

経営計画﹄達成に向け

ー プ 事 業 運 営︑﹃ 中 期

場であるのに対し︑﹁経

向上を中心に交渉する

等の労働条件の維持・

﹁団体交渉﹂が賃金

いる︒

状況等について論議す

課題や施策の取り組み

開き︑業務運営上の諸

の﹁職場労使会議﹂を

議 会 ﹂︑ 事 業 本 部 等 と

ープ各社との﹁経営協

いても︑対置するグル

また︑分会段階にお

営協議会﹂は︑事業の

協議会﹂等を開催して

健全な発展を図ること

る︒

は︑労働条件の維持・

データ本部と分会

を目的とし︑労使間で

重要な課題や諸施策を

論議する場だ︒

決算における経営数値

会﹂では︑第２四半期

ている︒なお︑データ

い︑事業運営に参画し

協議会等で協議を行な

今 回 の﹁ 経 営 協 議 向上だけでなく︑経営

のほか︑重点施策等も

社コーポレートとの論

だきたい︒

分会新聞等を参照いた

載︒分会の論議内容は

議概要は本紙８面に掲

含めた進捗状況やグル

『経営協議会』開き
チェック機能を発揮

データ本部の各部から旬の活動をお届けします

と聞いた︒
研究者が︑それまで
は一回の大規模地震を
想定した対策しか立て
ていなかったため︑今

四〜五日にかけて︑二〇一六年四月に地震が
前に一部の箇所で耐震 互の連絡②組合員の安
く後世に残すために立

る大規模災害が発生し

後これを見直す必要が

発生した︑熊本県で行なわれ︑全国から二七
工事を行なっていたた 否確認③救助物資の取

ち上げられたもので︑

立ち入り禁止の箇所が いた︒

人が参加しました︒本号では︑データ本部か
め︑建物が倒壊すると り組み④被災者への住

情報労連﹁防災・減災学習会﹂が︑一一月

ら参加した瀧川執行委員が︑学習会での体験

データ本部役員とし

いる感すらある︒

ている︒頻度が増えて

皆さんにもこのサイ

じて得た知見を︑今後

て︑今回の学習会を通

いろいろな情報が行 教訓として生かしたい

の災害への備えや対策

トを閲覧してほしい︒
熊本地震が発生して

応した︒

高い事項を︑同時に対

等︑いずれも優先度が る︒

今後も更新が続けられ

る︑崩れている壁面︑

しかし︑今もまだ残

たと伺った︒

いう最悪の事態を免れ 宅措置⑤共済対応

東海大学阿蘇キャンパ

て︑
講演をいただいた︒

等を報告します︵関連１面︶
︒
本学習会では︑今も
なお地震の傷痕が残る
き交い︑そしてそれを

大きく隆起しているア
スファルトの地面︑ま

に還元していきたい︒

スの状況
東海大学阿蘇キャン

即座に連携させる必要 二年半︒いまも仮設住

場所を視察した他︑労
働組合の災害時の対応
た︑一直線に伸びる断

庭 で︑ 災 害 は い つ で

パスでは︑一部校舎が

報ルートの整理を図る が三万人近くいる︒

も︑どこでも起こり得

や︑現在の熊本県とし

震度七の地震が二回

るとの考えに立ち︑避

皆さんも︑職場や家

ため︑外部との連絡窓

難場所の確認︑非常時

があった︒その中で︑情 宅等で生活している人

を目の当たりにし︑地

口を一本化したことが にわたり連続して発生

層面などといった惨状
震の被害の甚大さを実

効果的だったと伺い︑ した︒もろくなってい

地震により被災︒今も

感せずにはいられなか

ての取り組み等につい

った︒

の食料の備蓄︑家具の
固定等︑日頃の備えを
点検いただきたい︒

月は
﹁労働時間
適正化月間﹂
です︒

11

非常に参考になった︒ た建物が二回目の本震

ブ﹂を開設︒被災時の

に被害が大きくなった

熊本県としての取り組 で倒壊したため︑非常

く︑今では地震につい

写真を閲覧できるだけ

った時系列での対応状

旬活

97

11月７日、組織内「吉川さおり」参議院
議員が、データ本部事務所を訪問。分会長８
人と対話会を開き、
意見交換を行ないました。
今後も、いろいろな場面で、組合員の皆さ
んとのface to faceの場を作っていきます。

熊本城の今
熊本城は︑テレビ等

鎌田聡熊本県議会議

み

うに︑今もまだ︑倒壊

員から︑発災当時の状

て伝える役目を果たし

でなく︑①発災日②発

況も検索︑確認するこ

データ本部にやってきた！

の報道でも見られるよ
した石垣や天守閣等を

現在の熊本県としての

況とその対応︑また︑
完全に復旧するには

行政の対応や課題等に

修復中だ︒
二〇年近くかかるとの

ついて伺った︒
熊 本 県 で は︑﹁ 熊 本

こと︒熊本城は︑観光
の中心でもあるため︑

ていると感じた︒

災三ヵ月後③発災四ヵ

外 国 人 の 観 光 客 も 多 地震デジタルアーカイ

情報労連熊本県協議会

月以降の中期
情報労連熊本県協議

とができる︒

とい

の対応
会・山本議長から︑被

熊本地震の経験や教

災時の労働組合として
の対応について話を聞

組織内
「吉川さおり」
参議院議員が

（データ本部版）
（第三種郵便物認可）
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