取締役事業本部長

寺本 憲生
新年あけましておめでとうございます。年明けに際しまして、
先ず もっ て㈱ ジー エム シー 並び に㈱ 全日 本ガ ー ドシ ステ ムの 繁
栄と 、従 業員 の皆 様並 びに 御家 族の ご健 康と ご 多幸 を心 より 祈
念申し上げます。
昨 年は 、一 昨年 に引 き続 き新 型コ ロナ 感染 症 拡大 の対 応に 追
われ る一 年と なり まし た。 しか し、 一方 で、 新 しい 生活 様式 の
浸透 の下 で、 一昨 年延 期と なっ た東 京オ リン ピ ック の開 催も あ
り、 これ から のウ ィズ コロ ナの 時代 に向 けた 出 発点 とな る年 で
もあったと言えます。
こ のよ うな 状況 下に おい て昨 年の ビル サー ビ スの 業績 動向 を
振り返ってみますと、まず売上面では、ＧＭＣ・ＡＧＳともに、
計画 外の 大型 臨時 工事 の受 注が あり 、計 画目 標 を大 きく 達成 す
ると とも に、 前年 ・前 々年 も超 える 売上 実績 と なり まし た。 利
益面 にお きま して も、 ＧＭ Ｃは 、計 画・ 前年 ・ 前々 年を 超え る
実績を残すことができそうな勢いであります。
ま たＡ ＧＳ も、 前年 には 及ば ない もの の計 画 目標 は達 成で き
そう な状 況で あり ます 。こ れも 日々 業務 に精 励 され てい る従 業
員の皆様の尽力であると感謝申し上げる次第でございます。
今 年も まだ 感染 症拡 大の 収束 は見 通せ ない 状 況の 下で 、社 会
情勢や市場環境も更に厳しさを増してくるものと推察されます。
昨年 に引 き続 き、 人員 の増 強と 組織 力の 強化 に 重点 を置 きな が
ら、 今年 は営 業面 の強 化に も更 に注 力し 全力 で 取組 んで 参る 所
存で ござ いま すの で、 引き 続き 皆様 のご 理解 と ご協 力を お願 い
申し上げます。
寒 さも 一層 と厳 しさ を増 す時 期と なり ます 。 皆様 もご 健康 に
は十分に留意され職務に精励頂きますようお願い申し上げます。
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新年あけましておめでとうございます。
先ずもって皆様および御家族 様のご健康とご多 幸を心より祈願
申し上げます。
昨年は東京オリンピック・パ ラリンピックが一 年遅れで無観客
開 催されたものの、感染力の強 い変異株の出現、 度重なる緊急事
態 宣言の発令等、極めて先行き 不透明な状況が続 きました。八月
下 旬には全国の新規感染者数が 一日に二万五千人 を超えるまで拡
大 したコロナ感染第五波があり ましたが、その後 ワクチン接種の
普 及等により予想外のスピード で収束。緊急事態 宣言が解除され
た 十月以降は感染者数が低水準 で推移し、経済活 動の再開が徐々
に進んでいます。
この様な環境下の中で、ＧＭ Ｃ・ＡＧＳにおい ては、従業員の
感 染による清掃・設備管理・警 備サービスの提供 停止は、お客様
に 多大な影響を及ぼすため、徹 底した感染予防と 拡大防止の対応
を 継続して参りました。その結 果として、一部陽 性者が確認され
ましたがお客様への直接の影響はほとんどなく推移しております。
特 に警備サービスにおいては、 新型コロナウイル ス感染拡大防止
に 関連する臨時警備の増加が、 また防犯カメラ設 置工事の受注が
多くあり、業績面に大きく貢献いたしました。
本年も昨年同様、人材の確保 ・育成・定着を最 優先に進め、お
客 様に安全・安心、そして信頼 されるサービスの 提供を目指し、
業 務品質の向上に取り組んで参 ります。引き続き 皆様方のご理解
とご協力を宜しくお願い致します。
寒さが一層厳しい時期となり ますので、ご健康 に十分留意され
ご活躍頂きますようお願い申し上げます。
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電子帳簿保存法が改正されました
2022年１月1日より、電子帳簿保存法が改正されました。
電子取引は電子保存することが義務化されます。インターネット上の決裁など電子取引に該当する場合は、今
後注意が必要となります。不明点がある場合は各部署の事務担当者または経理部までお問い合わせをお願い致
します。

■電子帳簿保存法と改正のポイント■

電子データで授受した
取引情報の書面保存の
廃止

電子データで授受した取引情報の
書面保存が廃止され、電子データ
の保存が必須に。選択制では無い
ため、全ての事業者が影響を受け
る事になる。

■防災館へ行ってきました■
新入社員と中途入社のみなさんで池袋の防災館へ
行ってきました。日頃体験できない人命救助や防
災に関する各種体験をしてきました。
冬場は、石油ストーブや卓上ガスコンロ等を使用
する方もおられるかと思いますので、火気の取り
扱いは特に注意しましょう。

■消防設備士業務適切功労で表彰されました■
㈱ジーエムシー房洲良一さんが、消防設備士業
務で優秀な成績を収めたとして、令和3年11月9日
本郷消防署より予防部長表彰状を授与されました。
房洲さんの堅実な仕事が評価されての表彰であっ
たと思います。おめでとうございます。
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