シーキューブ・グループのさらなる事業拡大に向けた
中期経営計画「SGK2025」
シーキューブ株式会社
シーキューブ・グループは2021年度からスタートした中期経営計画
「SGK2025」を通じて「通信設備工事」対「一般設備工事・情報サービ
ス事業等」の売上比率を４：６に逆転させる「事業構造の変革」に取り
組むとともに、DX推進による業務の改善や、生産性の向上、BCPの再
構築、社員の働き方改革等を進めています。

はじめに
私たちシーキューブ・グループは従
前から取り組んでいる「通信設備工

中期経営計画
「SGK2025」の取組み
＜事業構造の変革＞

を初めて達成しましたが、この達成の
主要因は、情報サービス事業が文教事
業におけるGIGAスクール構想により大
幅に伸長したことが背景にありました。

事」対「一般設備工事・情報サービス

事業構造の変革とは、急激に変化を

今後は、成長分野に適応した新たな

事業等」の売上高比率を４：６と逆転

続ける事業環境に対応するため、従来

営業力や技術力の強化を図り、事業構

する「事業構造の変革」を強力に推し

からの主力事業である通信設備工事に

造の変革を持続的に維持していく次の

進めるとともに、DX推進等により、

依存するのではなく、拡大する事業分

（NEXT）ステージへ推し進め、事業

生産性や利益率の改善といった事業の

野に経営資源を集中し挑戦することに

構造の変革を「真」のものにしなけれ

質（Quality）の向上ならびに新規事

より「通信設備工事」対「一般設備工

ばなりません。今後、情報サービス事

業領域拡大へのチャレンジを図り、事

事・情報サービス事業等」の売上高比

業においては、付加価値の増大と新た

業に関連する多くの「ステークホル

率を４：６に逆転させようという取組

な柱となる新規事業の創出、一般設備

ダー」からの評価を高めていく「すご

みです。

工事では、社員１人ひとりの営業力・

中期経営計画「SGK2020」
（2016〜

技術力をレベルアップし、生産性や利

中期経営計画「SGK2025」を策定し、

2020）において、最終年度の2021年３

益率などの事業の質（Quality）を高

グループ一丸となって事業運営を行っ

月期に「通信設備工事」対「一般設備

める取組みを推進することにより、真

ています（図１）。

工事・情報サービス事業等」の売上高

の実力値で売上高比率４：６を達成し、

比率が４：６となり、事業構造の変革

事業構造の変革を目指していきます。

い会社」創りを基本方針とする新たな

＜経営戦略＞
具体的には、「SGK2025」の基本方
針に沿って事業運営を進めるために、
①

一般設備工事・情報サービス事業
の売上拡大と利益改善

②

通信設備工事の生産性向上

③

DX推進等による事業Qualityの向上

④

持続的成長に向けた技術者の確
保・育成

図１
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SGK2025

⑤

次世代に向けた新規成長領域の拡大

⑥

ニューノーマル時代における働き
方改革の推進
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の６つを経営戦略として定めるととも
に、「SGK2025」の経営目標を達成し
ていくために、分野ごとに事業戦略を
策定し取り組んでいます。
＜経営目標を達成するための各事業分
野の事業戦略＞
情報サービス分野：2021年度のGIGA
スクール対応端末の納入や構内LAN
の設備構築によるお客様連携を活か
し、アフターGIGA対応など「事業強
化による付加価値増大」、「新たな柱と

図２

SGK2025（情報）

図３

SGK2025（一般）

図４

SGK2025（移動）

図５

SGK2025（NTT）

なる新規事業の創出」（図２）
一般設備工事分野：これまでの各種の
設備工事受注の経験を融合し、総合力
を高め、
「量の拡大」から「質の向上」への
転換を軸とした事業展開推進（図３）
移動通信設備工事分野：エクシオグルー
プ 社 の「 統 合 進 捗 管 理 シ ス テ ム
SIMLEX ver３」や「日締め管理システ
ムF-MaSS」などのDX施策を導入し業
務効率を向上、エクシオグループ内の
モバイルキャリア対応の役割分担を適
正化し、モバイル事業全体の「施工力
最大化による売上高の維持・拡大と生
産性の向上による利益の確保」
（図４）
NTT通信設備工事分野：モバイルアク
セス系やビジネス系などにも適応でき
る複合技術者を育成し、他事業分野と
の人的リソースの共有化を図ることに
より、「お客様の変化に的確に対応し
た継続的な事業展開、およびDXの推
進による効率的な事業運営」（図５）
アグリ分野：蓄積した経験や数値的
データを活用し生産環境を最適化する
ことにより、収量・品質を確保、農業
ICT化のノウハウの蓄積を図り、
「アグ
リビジネス」における収益基盤の確立
と農業ICTビジネスへの展開（図６）
共通部門：テレワーク等を活用した働
き方改革、DXによる業務処理の生産
性向上、紙文化からの脱却、グループ
全体での人材の育成と活用などの業務
支援施策の充実（図７）
各事業グループにおけるこれらの取
組みにより、シーキューブ・グループ

3

およびエクシオグループの強みを活か
したシナジー効果を最大限発揮し、さ
らなる生産性の向上を図り、社会環境
の変化に的確かつ迅速に対応し、事業
領域の拡大にチャレンジしています。

シーキューブ・グループにお
けるDX推進の取組み
図６

SGK2025（アグリ）

シ ー キ ュ ー ブ・グ ル ー プ で は 、
2014年から一部協力会社まで含め
「Oﬃce365」（現Microsoft365）による
経営情報の収集・集計、業務情報の共
有など、業務効率化に向けた取組みを
進めてきています。
新型コロナウイルス禍や政府が掲げ
る「デジタル田園都市国家構想」など
を背景に、今後、社会の「あらゆる場

図７

SGK2025（共通）

面」でデジタル化が加速していく中
で、私たちシーキューブ・グループ自
身も社会に変革をもたらし続ける企業
グループへ継続的に成長していくこと
を目的として、DXによる業務の改善
や、生産性の向上、BCPの再構築、
社員の働き方改革等を進めています。
＜DX推進事例①：ワークフローシス
テム（楽々WorkﬂowⅡ※１）の導入＞

図８ｰ１

ワークフロー⑴

シーキューブ・グループイントラ
ネット内の電子稟議システムを効率化
するため「ワークフローシステム」を
導入し、業務手続きの電子化により、
承認手続きの効率化、ペーパーレス化
とともに、内部統制の向上を実現して

図８ｰ２

ワークフロー⑵

図８引用元：住友電工情報システム株式会社 楽々WorkﬂowⅡ

います。
従来の紙をベースとした稟議書によ
る承認・決裁、管理・保管するという
流れを刷新し、ワークフローシステムに
より、承認者への個別アポイントによる
承認・決裁行為が不要となり、大幅な
時間短縮とともに、ペーパーレス化に
よる環境維持効果、文書の保管・管理
の効率化が実現されました（図８）
。

図９
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レシートポスト

※１：楽々WorkflowⅡは住友電工情報シ
ステム株式会社の製品です。
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＜DX推進事例②：経理精算システム
（レシートポスト※２）の導入＞
これまで、施工現場等では現金の立
て替え払いの精算方法には、調書作
成、社内システム（Σｓ）へ投入し整

図11ｰ１

サービステクノロジー
リーダーシール

図11ｰ２

サービステクノロジー
リーダーワッペン

理簿を作成、紙にて上長が承認する流
れでした。今回導入した経理精算シス
テムでは、調書をスマートフォンなど
で 作 成 し 、経 費 情 報 を 入 力 し た 後 、
ワークフローで処理する手続きとなり
ました。上長もスマートフォンなどに

図10

チャレンジ成果発表会

より確認・承認できるようになり、処
理時間の短縮や、ペーパーレス化につ

レンジし、社員のレベルアップ・事業

ながりました（図９）。

の質（Quality）の向上に取り組んで

＜DX推進事例③：電子書籍作成シス

います。さらに、発表会そのものを従

テム（ActiBook

来の集合体ではなく各県域に設置する

年からは５回以上の認定者について、

電子書籍作成システムを導入し、社

会場からのリモートライブによる形態

「サービステクノロジー・マイスター」

内誌を電子化版することにより、情報

で実施し、発表の模様を生中継にて全

の称号を新設し、ユニフォームに貼付

共有のスピードアップ、ペーパーレス

社へ「ストリーム配信」を行うなど、

するワッペンを授与しています。10年

化とコスト削減を実現しました。

運営そのもののDXも実現しています。

目にあたる2020年６月期に、栄えあ

）の導入＞

※３

るサービステクノロジー・マイスター

また、これまでシーキューブ・グ
ループ全従業員、取引先会社様、OB
会会員へ配布していた社内誌を本誌
「Raisers」と同じくWEB配信に変更

お客様からの信頼維持・向上
にむけた取組み

し、社内誌を電子化・WEB配信化し

＜サービステクノロジー・リーダーの

たことで、動画素材の掲載や、ユー

さらなるレベルアップ＞

の第１号認定者が誕生し、2021年以
降も２名の社員がサービステクノロ
ジー・マイスター認定を受けて日々の
業務に活躍しています（図11）
。

ザーの閲覧状況の把握などが可能にな

シーキューブ・グループにおける事

り、作成、発行、情報共有の効率化や

業運営の最上位の目標である「すごい

訴求性の向上につながっています。当

会社」（Raisers2018年９月号等にて紹

社会のあらゆる分野でデジタル化が

社の取組みは、クラウドサーカス株式

介）創りの目標の評価指標のひとつで

加速し事業環境が大きく変化しようと

会社のホームページで導入事例として

あるお客様からの信頼を図る取組みと

する今、それに適応し続けて成長を続

も紹介されています。

して2010年からサービステクノロ

ける「すごい会社」創りの事業活動を

ジー、つまり施工現場等におけるお客

通して、シーキューブ・グループ自ら

年８月に実施しているチャレンジ成果

様（利用者）

の目線に立った行動

が、社会の変化を先取りし「変化」を

発表会（業務改善発表会）において

が行える技量、を発揮して、お客様等

続けていくことで、「社会に変革をも

は、2021年度の発表会では発表テー

に感動を与え、称賛の声をいただいた

たらし続ける企業グループ」へと成長

マ16件のうち、約半数にあたる７件が

従業員を、サービステクノロジー・

していくことを目指して、私たちはこ

ICT活用などのDXによる業務の効率

リーダーとして認定しています。

れからもグループ・全従業員１人ひと

また、シーキューブ・グループが毎

（※４）

化事例となっています（図10）
。各事

サービステクノロジー・リーダー認

業部門においても日頃の取組みや社員

定者には、お客様からも認識いただけ

全体の活動として、業務のDXにチャ

るように認定回数に応じて、銅色、銀

※２：レシートポスト（現TOKIUM）は
株式会社TOKIUMの製品です。
※３：ActiBookはクラウドサーカス株式
会社の製品です。

メットに貼付しています。また、2019

おわりに

りが、そしてチームが一体となって
チャレンジを続けていきます。

色、金色のステッカーを授与しヘル

※４：お客様：施工段階で直接応対したお
客様、オーナー様、地域住民等
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