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2008年3月期 第１四半期の実績 業績・事業のハイライト

売 上 高売 上 高

経常利益経常利益

当期純利益当期純利益

増収増益。業績予想に対する進捗も予定通り。

■売上
ソリューション事業の新サービスの売上増
モバイル事業の出店による売上増

連結子会社の新事業の売上増

■利益面
ソリューション事業の新サービスによる利益増

増収増益。業績予想に対する進捗も予定通り。

■売上
ソリューション事業の新サービスの売上増
モバイル事業の出店による売上増

連結子会社の新事業の売上増

■利益面
ソリューション事業の新サービスによる利益増

５０.７５億円
対前期比：対前期比：17.6%17.6%増増

８１百万円

２百万円

業績概況

事業概況

事業ハイライト事業ハイライト
４月～６月 携帯ショップ１１店舗新規オープン

４月 サイボウズ社と業務提携

５月～８月 自己株式の取得

営業利益営業利益 ９３百万円
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2008年3月期 第１四半期 収支の概要

売上高においては、平成19年２月より事業
を開始したモバイル事業の㈱オービーエム
城東にて携帯販売のショップの新規出店
(ソフトバンクショップ４店、併売ショップ７店)
や、ソリューション事業において、㈱ＩＰネット
サービスによるコールセンターでの回線取
次サービス、さらに㈱ジャパンＴＳＳによる
通信設備工事などの業績により前年同期を
上回る結果となりました。

利益面においては、ソリューション事業にお
ける、法人携帯サービスの販売による手数
料収益が増加したことが牽引役となっており
ます。

■売上高
新サービスによる売上増
新たな子会社の業績が寄与

■販売管理費
ソリューション事業のコスト削減

■経常利益
法人携帯サービスの収益増加

■当期純利益
子会社の増益により税金費用

５７百万円

売上高においては、平成19年２月より事業
を開始したモバイル事業の㈱オービーエム
城東にて携帯販売のショップの新規出店
(ソフトバンクショップ４店、併売ショップ７店)
や、ソリューション事業において、㈱ＩＰネット
サービスによるコールセンターでの回線取
次サービス、さらに㈱ジャパンＴＳＳによる
通信設備工事などの業績により前年同期を
上回る結果となりました。

利益面においては、ソリューション事業にお
ける、法人携帯サービスの販売による手数
料収益が増加したことが牽引役となっており
ます。

■売上高
新サービスによる売上増
新たな子会社の業績が寄与

■販売管理費
ソリューション事業のコスト削減

■経常利益
法人携帯サービスの収益増加

■当期純利益
子会社の増益により税金費用

５７百万円

増減の主な内容
区分 前第１四半期 当第１四半期

対前第１四半
期増減比

4,315 5,075 760
17.6%

1,918 2,033 114
      　  　<44.5%>       　  　<40.1%> 6.0%

2,220 1,940 ▲ 280
              <51.5%>              <38.2%> -12.6%

▲ 301 93 395
               <―%>                <1.9%>             　   ―%

▲ 290 81 371
               <―%>                <1.6%>                　―%

▲ 314 2 316
               <―%>                <0.1%>                　―%

経常利益

当期純利益

売上高

売上総利益

販売管理費

営業利益

単位：百万円 < >内は売上対比
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前第１四半期末
06/06/30末

前期末
07/03/31末

当第１四半期末
07/06/30末

対前第１四半期
期増減

対前期末
増減

10,824 11,081 12,162 1,338 1,081

6,655 7,760 9,066 2,411 1,306

4,169 3,321 3,095 ▲ 1,073 ▲ 225

37.2%　 28.1%　 23.4%　 ▲13.8% ▲4.7%

▲ 322 ▲ 1,669 ▲ 909 ▲ 586 760

109 ▲ 1,382 14 ▲ 95 1,396

▲ 243 1,761 1,220 1,464 ▲ 541

1,848 1,021 1,346 ▲ 501 325

自己資本比率

現金及び現金同等物の
期末残高

投資キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フロー

区分

総資産

負債

純資産

■総資産
・前期末より10億81百万円増加
・金融サービスにおける取扱高の増加により、
金銭債権未収入金が６億72百万円増加

■負債
・前受保守料が２億18百万円減少

■純資産
・前期末より２億25百万円減少
・剰余金の処分による支払が２億15百万円

■営業キャッシュ・フロー
・金銭債権未収入金が６億72百万円増加
・前受保守料の減少２億18百万円

■投資キャッシュ・フロー
・定期預金の払戻による収入（純額）

１億16百万円

■財務キャッシュ・フロー
・配当金の支払い２億15百万円

■総資産
・前期末より10億81百万円増加
・金融サービスにおける取扱高の増加により、
金銭債権未収入金が６億72百万円増加

■負債
・前受保守料が２億18百万円減少

■純資産
・前期末より２億25百万円減少
・剰余金の処分による支払が２億15百万円

■営業キャッシュ・フロー
・金銭債権未収入金が６億72百万円増加
・前受保守料の減少２億18百万円

■投資キャッシュ・フロー
・定期預金の払戻による収入（純額）

１億16百万円

■財務キャッシュ・フロー
・配当金の支払い２億15百万円

増減の主な内容

2008年3月期 第１四半期 キャッシュ・フロー B/Sの概要

単位：百万円
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販売の状況

区分
ソリューション

事業
モバイル事業

サービス＆
サポート事業

消去又は全社 合計

売上高 3,541 1,119 466 ▲ 52 5,075

営業費用 3,222 1,199 436 123 4,981

営業利益
又は損失

319 ▲ 79 29 ▲ 176 93

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております。

表中の単位：百万円

(単位：百万円)

セグメント別 主要品目 金  額 金  額 ％

情報通信機器 2,940 2,927 99.5

ソフトウェア 340 293 86.3

コールセンター回線取次 － 181 －

電気通信設備工事 － 109 －

小計 3,280 3,512 107.1

携帯電話販売高 149 302 202.1

モバイル事業 販売手数料 489 817 167.0

小計 639 1,119 175.2

ＡＳＰサービス 29 22 76.5

ＩＳＰサービス 283 330 116.5

オフィスサプライサービス 82 62 76.4

金融サービス － 27 －

小計 395 443 112.2

4,315 5,075 117.6

当第１四半期
対前第1
四半期比

項　　目

合　　　　　　　　　　計

サービス＆
サポート事業

前第1四半期

ソリューション事業

2008年3月期 第１四半期 セグメント別の概要

【ソリューション事業】
・前期末に不採算店舗を統廃合したことにより、コスト削減進展
・人事制度の見直しとテレマーケティングシステムの活用や販売組織の専属化

により人材の育成と販売組織の構築が進展し組織的な販売展開が順調に推移
・アウトバウンドコールセンターからの回線取次サービスは、人材の確保など順調
・通信設備工事は、資格取得や社員教育に注力し、また大手通信設備工事会社
からの外部受注などの業務処理体制も順調

【モバイル事業】
・㈱オービーエム城東にて新規出店に注力
・ドコモショップ４店舗、ドコモスポット１店舗、auショップ１店舗、ソフトバンクショッ

プ６店舗、併売ショップ17店舗の合計29店舗で運営
・出店計画により、販売計画は概ね順調に推移
・新規店舗の立ち上げ時期であり利益面では赤字でありますが、計画通りの推移

【サービス＆サポート事業】
・医療機関向けのファクタリングサービスも順調に推移

【ソリューション事業】
・前期末に不採算店舗を統廃合したことにより、コスト削減進展
・人事制度の見直しとテレマーケティングシステムの活用や販売組織の専属化

により人材の育成と販売組織の構築が進展し組織的な販売展開が順調に推移
・アウトバウンドコールセンターからの回線取次サービスは、人材の確保など順調
・通信設備工事は、資格取得や社員教育に注力し、また大手通信設備工事会社
からの外部受注などの業務処理体制も順調

【モバイル事業】
・㈱オービーエム城東にて新規出店に注力
・ドコモショップ４店舗、ドコモスポット１店舗、auショップ１店舗、ソフトバンクショッ

プ６店舗、併売ショップ17店舗の合計29店舗で運営
・出店計画により、販売計画は概ね順調に推移
・新規店舗の立ち上げ時期であり利益面では赤字でありますが、計画通りの推移

【サービス＆サポート事業】
・医療機関向けのファクタリングサービスも順調に推移

主な内容

事業別セグメント
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２００８年３月期

1Q 2Q 3Q 4Q 1Q

売　上　高 4,315 4,009 4,090 4,349 5,075

売上総利益 1,918 1,640 1,750 1,788 2,033

販売管理費 2,220 1,906 1,785 1,906 1,940

営業利益 ▲ 301 ▲ 266 ▲ 35 ▲ 117 93

経常利益 ▲ 290 ▲ 249 ▲ 22 ▲ 82 81

経常利益率 -6.7% -6.2% -0.5% -1.9% 1.6%

当期純利益 ▲ 314 ▲ 483 ▲ 60 ▲ 721 2

純利益率 -7.3% -12.0% -1.5% -16.6% 0.1%

２００７年３月期単位：百万円

■売上高
子会社実績により２００７年３月期４Qより
７億26百万円増加

■利益面
法人携帯サービスなどの販売増により黒字となる

主な内容

2008年3月期 第１四半期 四半期毎の業績概要
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2008年3月期 第１四半期 業績予想のポイント

当第１四半期の業績につきましては、
概ね予想通りに推移しております。

ソリューション事業におけるコピー機・複合
機などのＯＡ機器販売や法人携帯サービ
スの販売強化等の進展や、平成19年２月
より事業開始したコールセンター事業、
技術サポート事業などは初年度であるこ
と、並びにモバイル事業においても平成
19年２月より事業開始したＳＨＯＰ事業な
どの出店状況やキャリア施策などの状況
を勘案し、現段階では平成19年5月28日
の発表時の業績予想数値を維持したいと
考えます。

当第１四半期の業績につきましては、
概ね予想通りに推移しております。

ソリューション事業におけるコピー機・複合
機などのＯＡ機器販売や法人携帯サービ
スの販売強化等の進展や、平成19年２月
より事業開始したコールセンター事業、
技術サポート事業などは初年度であるこ
と、並びにモバイル事業においても平成
19年２月より事業開始したＳＨＯＰ事業な
どの出店状況やキャリア施策などの状況
を勘案し、現段階では平成19年5月28日
の発表時の業績予想数値を維持したいと
考えます。

ポイント

予想 進捗率 予想 進捗率

売上高 5,075 8,500 59.7% 18,000 28.2%

営業利益 93 60 155.9% 200 46.8%

経常利益 81 80 102.4% 250 32.8%

当期純利益 2 30 7.1% 100 2.1%

予想 進捗率 予想 進捗率

売上高 3,818 6,900 55.3% 14,000 27.3%

営業利益 72 10 721.1% 70 103.0%

経常利益 122 30 408.5% 120 102.1%

当期純利益 111 20 556.8% 100 111.4%

区分
当第１四半期

実　績

単体　　　　２００８/３月期業績予想

中間期 通期

連結　　　　　２００８/３月期業績予想

通期中間期
区分

当第１四半期
実　績

単位：百万円



2007/７/30
ＩＲ担当窓口 e-mail : info_ir@ftcom.co.jp

Tel : 03‐5847‐2777
Fax: 03‐5847‐2712

本説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現時点で
入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。

実際の業績は、さまざまな要因の変化により、これらの見通しと異なる
場合がありますことをご了承ください。


