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特集  拡がるFTビジネスモデル

オフィスと生活に新たな満足を…
●法人事業　●コンシューマ事業　●マーキングサプライ事業

オフィスを先進機器でチューンアップ
あらゆるビジネスシーンで、テクノロジーの活用が成長のカギを握る時代。
小規模なオフィスでも、優れた機能を持つ先進機器の導入が、時に大き
なチャンスにつながります。当社はそこに求められる全てを提供します。

●デジタル複合機・OA機器

●ITCソリューション

●スマートフォン・タブレット型端末

●LED照明

●プリンタ関連消耗品

●ビジネスホン

ビジネスインフラの中核を担うデジタル複合機・
OA機器。導入時のサポートから保守までフル対応
し、オフィスの生産性を高めます。

インターネット接続からWebサイト
作成、SEO施策、SNSや地域ポー
タルサイトの活用まで、お客様のご
要望にあわせて提案します。

ビジネススタイルを大きく変えつつあるモバイル
ツール。高度な業務効率向上メリットとベストな料
金プランでサポートします。

国内製の高品質で安全なLED蛍光灯。消費電
力を低減しつつ、従来の蛍光灯に近い自然な
明るさと、広い照射角度を実現しました。

特定のメーカー系列に属さない独立系サプライヤー
として、あらゆるプリンタ関連消耗品を幅広く取り
揃え、安定的に供給します。

ビジネスニーズに特化した多彩な機能を持ち、コ
ストパフォーマンスに優れたビジネスホンを提供。
光IP電話にも対応しています。
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世の中が必要とするものを
スピーディーに提供し、
ビジネスの活性化と豊かな
暮らしに寄与します。
産業と暮らしを支えるテクノロジーは、
日々進化し続けています。当社は、お客
様が本当に求めているものを捉え、常に
最新の商品・サービスをご用意。個々の
ニーズにベストマッチする形でスピーデ
ィーに提供します。

省エネニーズに応え、地球環境を守る
環境保全意識が高まる中、地球に優しい社会のための技術革新が進ん
でいます。当社は、環境関連商品の提供を通じて、快適さと省エネ・CO2

削減を両立するビジネススタイル・ライフスタイルづくりをお手伝いします。

プライベートも豊かに、もっと便利に
テクノロジーがもたらすメリットは、プライベートライフにも
大きく拡がっています。当社は、法人のお客様だけでなく、
個人のお客様に対しても優れた商品やサービスをご用意
し、快適な暮らしの実現を支えています。

●太陽光発電システム

●ドコモショップ・回線取次

建物の屋上等に設置し、自然の力を必要な電
力に変える太陽光発電システムを販売。環境性
能と経済効果を同時にもたらします。

NTTドコモ代理店として地域に密
着したサービスを提供。また、住宅
用高速回線による快適なインターネ
ット環境をお届けします。
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TOP MESSAGE

　当期の情報通信関連市場は、スマートフォン・タブ

レット型端末の拡大や次世代高速通信の普及を背景

に、好調に推移しました。また、環境関連市場では、

LED照明が引き続き高い成長性を示しました。

　その中で当社は、コア事業である情報通信機器販売

の拡大に向けて、パートナー企業の開拓を中心に基盤

強化を進めていきました。また、設置型サーバー等の

新商材の拡販や、環境事業等の成長分野への資本投下

を実施しつつ、ストック収益の積み上げを図りました。 

　結果として当期は、3期連続の増収を遂げるととも

に、営業利益において前期比153.9％増という大幅な

利益改善を果たすことができました。

　当期の利益率を大きく押し上げたのは、LED照明に

おける小口販売の増加と、昨年3月に実施した事業譲

受によるLED照明の仕入原価低減です。環境関連分

野については、引き続き成長を見込み、業容拡大への

積極的な取り組みを進めています。同12月には、LED

照明の販売強化を目的として、株式会社GFライテッ

クを合弁設立し、グループ営業体制を拡充しました。

　また、今年2月から3月にかけて、大株主である株式

会社光通信が当社株式の公開買付けを実施し、同社グ

ループによる保有比率の上昇を通じて、両社の提携関

係強化を図りました。当社は今後、同社グループの販

売店網を活用した営業展開を行っていきます。

　今回の期末配当は、1株当たり2,000円とさせてい

ただきました。これにより、中間配当と合わせた年間

配当額は、前期比倍増の同3,000円となりました。

　次期の連結業績は、引き続き増収増益を見込んでい

ます。当社は今後、販路開拓と成長分野の強化を図り

ながら、ストック収益をさらに高め、事業規模・領域

の拡大と安定収益の確保を両立していきます。そして、

高収益体質への転換を持続し、中長期目標として掲げ

る「経常利益100億円」を実現してまいります。

　株主の皆様におかれましては、当社事業の将来にご

期待いただき、今後ともご支援を賜りますようよろし

くお願い申し上げます。

高収益体質への転換を持続し、さらに前進していきます。

市場の好調を背景に増収、大幅増益。
営業利益は前期の2.5倍に。

《当期の実績》 《次期予想数値》

光通信グループとの関係を強化。
同社販売店網を活用した営業展開へ。

規模・領域の拡大と安定収益を両立し
「経常利益100億円」の実現へ。

ここに述べました「ストック収益」「合弁会社設立」「株式公開買付け」「新商材」
といったキーワードについては、次ページもご参照ください。

代表取締役社長 平﨑 敏之

経常利益 3,285百万円
前期比 135.6％ UP

売上高 45,879百万円
前期比 3.3％ UP

売上高 48,000百万円
前期比 4.6％ UP

営業利益 3,500百万円
前期比 12.6％ UP

経常利益 3,600百万円
前期比 9.6％ UP

当期純利益 2,000百万円
前期比 13.6％ UP

当期純利益 1,760百万円
前期比 95.1％ UP

営業利益 3,108百万円
前期比 153.9％ UP
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第28期 注目ポイント・アラカルト

パートナー企業数と
ストック収益が急拡大！
LED照明設置件数は1年で2倍強に

注目の
営業数値

GFライテックを合弁設立、LED照明の拡販強化
　昨年12月、当社は環境・省エネ関連事業を展開

する株式会社グリムスとの合弁により、株式会社

GFライテックを設立しました。同社を通じてLED照

明の販売を強化しています。
　下記のグラフの通り、当社事業の成長性を示す3つの営業数値は、いず

れも大きく上昇しています。特に、ストック型商材による定期的・継続的な

収益の拡大は、当社事業の安定成長と高収益化を担う重要な指標です。 光通信による当社株式の公開買付けを実施
　株式会社光通信は、当社との提携関係強化を目的として、今年2月13日から3月

21日まで、当社株式に対する公開買付けを実施しました。平成25年４月２日付変

更報告書（大量保有）において同社グループが保有する当社株式は46,400株（株券

等保有割合40.39％）となった旨の報告を受けています。

初めての導入でも安心の
SOHO向け超スモールサーバー
　「HP ProLiant MicroServer」は、手軽で簡単に扱えるSOHO向

け超スモールサーバー。低価格ながら信頼性が高く、十分な拡張

性を持った商品として、多くのお客様にご評価いただいています。

注目の
トピック

2011.3

74

2013.3

149 （拠点）

112

2012.3

パートナー企業数

149拠点

2012.3

2,500

2013.3

5,900 （件）

LED照明設置件数

5,900件

2011.3

600

2013.3

1,800
（百万円）

1,200

2012.3

ストック収益

1,800百万円

定格寿命4万時間の
コンパクト蛍光灯型LED照明
　LED照明の新製品「L-eeDo+Plus」を発売、レン

タル提供も開始しました。L-eeDoシリーズの特長

である4万時間の長寿命はそのままに、照明プラ

ンの自由度を高めたコンパクト蛍光灯タイプです。

注目の
新商材
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2013年3月期 連結決算ダイジェスト 業績の詳細については当社IRサイトをご参照ください。 http://ir.ftcom.co.jp/エフティ IR  検索
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法人事業におけるビジネスホン・OA機器

等情報通信機器の販売を強化し、設置型サー

バー等の新規商材やLED照明等の環境関連

商品の拡販に努めたことにより、当期の売上

高は458億79百万円（前期比3.3％増）と、増

収を果たしました。

利益面は、特にLED照明の仕入原価低減が

寄与し、営業利益31億8百万円（同153.9％

増）、経常利益32億85百万円（同135.6％増）、

当期純利益17億60百万円（同95.1％増）と、

大幅な増益になりました。

当期の概況

損益状況の変化について（百万円）
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売上原価は310億65百万円（前期比
3.8％減)と減少し、増収効果とともに
原価率を大きく押し下げました。販売
費及び一般管理費は、117億5百万円

（同7.4％増）となりました。
営業外収益は、取引先からの受取ロ

イヤリティーなど2億48百万円を計上
しました。また、特別損失として、過年
度決算訂正関連費用、投資有価証券評
価損など、合計2億25百万円を計上し
ました。

総資産は、主に現金及び預金の増加により
191億33百万円（前期末比7.9％増）となりま
した。

負債合計は、短期借入金や営業外支払手形
などの減少により121億10百万円（同2.7％
減）、純資産合計は、利益剰余金の大幅な増加
により70億23百万円（同32.8％増）に拡大し
ました。

資産の状況
（百万円）

流動資産

流動負債

純 資 産

16,424

11,203

固定負債 906

固定資産 2,708
7,023 
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セグメント別の状況

2013年3月期　
売上高割合

DOWN DOWN

　マーキングサプライ品は、企業におけるコス

ト削減意識の定着やペーパーレス化の進行を

受け、引き続き需要が低調に推移しました。一

方、ファニチャー販売は、特に輸入家具を中心

に好調を維持しました。しかし、当事業全体で

は、減収減益となりました。

　次期は、物流・業務コストの削減に取り組

みつつ、営業人員の増強と新商材開発・提供

を積極的に推進し、新たな需要を掘り起こし

ていきます。

法人事業 Corporations Business

コンシューマ事業 Consumer Business マーキングサプライ事業 Marking Supply Business

■ 売上高 ■ 売上高

当期の状況と次期の展開

当期の状況と次期の展開 当期の状況と次期の展開

■ 営業利益

■ 営業利益 ■ 営業利益

20,6624,858 百万円 百万円

2,759 百万円

435 百万円 203 百万円

前期比5.5％UP前期比20.4％ UP前期比471百万円

■ 売上高

20,973 百万円

UP前期比11.5％

前期比12.3％

UP前期比138.8％

マーキングサプライ事業

トナー・インクカート
リッジ等プリンタ印字
まわりの消耗品の卸販売を中心に、太陽
光発電システムやオーダー家具も展開。

44.4%

法人事業

ビジネス ホン、OA機 器、LED照
明、携帯電話等の販売とインター
ネット関連サービスを中小企業・
個人事業主に提供。

45.1%

コンシューマ
事業

光ファイバー回線サービス・ISPの一
般消費者向け販売と、ドコモショップ
の運営。

10.5%

　光ファイバー回線サービス・ISP販売にお

けるストック収益を積み上げ、モバイルLTE

を拡販していきました。ドコモショップは、3

店舗を移転・改装リニューアルし、スマートフ

ォンの販売を強化しました。その結果、増収・

黒字回復を遂げることができました。

　次期は、コールセンター 6拠点を中心に、

ストック収益獲得を一層推進し、ドコモショ

ップは集客アップと営業効率向上への施策を

展開していきます。

　情報通信機器の販売強化と同時に、定額保

守サービスの対応商材を多様化するなど、スト

ック収益の積み上げを図りました。また、引き

続きLED照明の積極的な拡販を展開しつつ、

新規商材にも注力していきました。その結果、

増収と大幅な利益改善を果たしました。

　次期は、新たな需要の喚起に向けて、既存

顧客へのアプローチ頻度をさらに高めていく

施策を実施し、クロスセル・アップセルにつ

なげていきます。
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オフィスと生活に新たな満足を…

環境保全のため、植物油インキを
使用して印刷しています。

会 社 名 株式会社エフティコミュニケーションズ
設 立 1985（昭和60）年8月１日
資 本 金 1,226百万円

本社所在地 〒103-0014
東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号

従 業 員 数 連結1,256名　単体488名

会社概要

所有者別株式分布状況

金融商品取引業者
（987株）0.86%

金融機関
（3,477株）3.02%

その他の法人
（48,534株）42.17%

外国法人等
（2,258株）1.96%

個人・その他（57,887株）50.30%

自己名義株式
（1,947株）1.69%

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
期 末 配 当 金
受 領 株 主 確 定 日 3月31日

中 間 配 当 金
受 領 株 主 確 定 日 9月30日

定 時 株 主 総 会 毎決算期の翌日から3か月以内
株 主 名 簿 管 理 人
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
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL：0120-232-711（通話料無料）

上 場 証 券 取 引 所 大阪証券取引所 JASDAQ市場

公 告 の 方 法
電子公告により行う。
公告掲載URL　http://www.ftcom.co.jp/

（ただし、電子公告を行うことができない事故、その他のやむを
得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に公告いたします。）

（ご注意）
１． 株主様の住所変更、買取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
証券会社等にお問合せください。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、上記特別口座の口座管理機関（三菱
UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にても
お取次ぎいたします。

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。
4．  大阪証券取引所は、平成25年7月16日付をもって東京証券取引所と市場の統合を行う予定

のため、同日以降当社の上場証券取引所は東京証券取引所になります。

※ 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式は
お選びいただけません。

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●特別口座から一般口座への振替請求
●単元未満株式の買取（買増）請求
●住所・氏名等のご変更
●特別口座の残高照会
●配当金の受領方法の指定※

特別口座の
口座管理

機関

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081 東京都江東区
東砂七丁目10番11号
TEL: 0120-232-711（通話料無料）

［手続き書類のご請求方法］
●音声自動応答電話によるご請求
  0120-244-479（通話料無料）
●インターネットによるダウンロード
  http://www.tr.mufg.jp/daikou/

●郵送物等の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主
名簿

管理人

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●郵送物等の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主
名簿

管理人

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081 東京都江東区
東砂七丁目10番11号
TEL: 0120-232-711（通話料無料）

●上記以外のお手続き、ご照会等 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

証券会社等の口座に記録された株式

特別口座に記録された株式
株式に関するお手続きについて

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
株式会社光通信 32,260 28.51 
畔柳　誠 16,959 14.99 
株式会社ハローコミュニケーションズ 12,900 11.40 
平﨑　敏之 6,187 5.47 
エフティコミュニケーションズ従業員持株会 3,109 2.75 

大株主

※持株比率は当社保有の自己株式（1,947株）を控除して計算しております。

株式の状況
発 行 可 能 株 式 総 数 230,000株 
発 行 済 株 式 総 数 115,090株
株 主 数 3,196名

代表取締役会長 畔柳　誠 社 外 取 締 役 小山　正人
代表取締役社長 平﨑　敏之 社 外 取 締 役 佐々木　剛
取 締 役 清水　直也 常 勤 監 査 役 小檜山　義男
取 締 役 石田　誠 社 外 監 査 役 半田　茂
取 締 役 重川　晴彦 社 外 監 査 役 隈部　泰正
取 締 役 山本　博之

取締役および監査役（2013年6月27日現在）　　　　　　　

〒103-0014 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目13番6号
TEL：03-5847-2777　FAX：03-5847-2766

ホームページのご案内

www.ftcom.co.jp

■ コーポレートサイト

www.facebook.com/FTCommunications

■ 公式Facebookページ

   株 主メモコ ー ポレートデ ータ
（2013年3月31日現在）

当社では、最新のニュースやIR情報、製品情報など、
株主の皆様が当社をご理解いただくために役に立つさ
まざまな情報をホームページやFacebookにてご提供し
ています。ぜひアクセスいただきご覧ください。
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