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過去最高益を更新、通期増収増益へ

成長性を保持しながら、グループ経営を効率化 
予想以上の増益を反映し、配当を増額

当上半期の連結業績は、昨年7月に子会社株式を売却し、
マーキングサプライ事業から撤退した影響により、売上高
全体は減少しましたが、主力2事業はともに増収し、利益面
では第2四半期累計期間における過去最高を更新しました。
引き続き成長性を保持しながら、グループ経営の効率化に
よる収益改善を果たしています。

法人事業は、SOHO向けスモールサーバーやUTM（総合
脅威管理システム）が大きく伸び、LED照明等の環境関連商
材も拡大しました。コンシューマ事業は、大阪コールセン

売上高

171.01 億円

営業利益

19.41 億円

経常利益

21.17 億円

四半期純利益

13.14 億円

業 績ハイライト

今年5月にタイ王国バンコク市内に設立したFT Communications 
(Thailand) Co., Ltd.が、現地の日系企業向けにLED照明 
など環境関連商材の販売を開始しました。

年間を通して気温が高く、空調による電力消費量の大きな
ASEAN地域では、経済成長とともに省エネニーズが高まってい
ます。当社は今後、タイ子会社を中心に販路を拡大し、ASEAN
市場に本格参入していく考えです。

当社はこのたび、プロゴルファー尾崎健夫選手と所属契約を
締結しました。「ジェット」の愛称で知られる尾崎選手は現在、国
内シニアツアーで活躍中。今年9月に開催された「コマツオープ
ン2014」では、5年ぶりの優勝を果たしました。

今後は、当社企画のゴルフコンペや広告宣伝など、さまざま
な機会に登場され、エフティコミュニケーションズをアピール
します。皆様の熱いご声援をお願いいたします。

タイ子会社が本格的に営業スタート
ASEAN市場参入への足掛かりを確保

プロゴルファー尾崎健夫選手と契約
「コマツオープン2014」で見事優勝

株式会社エフティコミュニケーションズ

NEWS 1 NEWS 2

ターの新設による費用発生が先行していますが、光ファイ
バー回線サービス・ISP販売やスマートフォン販売等は堅調
に推移し増収に寄与しました。

第2四半期末配当は、予想を上回る増益を反映し、当初予
定の1株当たり20円から同30円に増額いたしました。また
期末配当は、同30円の普通配当に加え、設立30周年記念配
当同10円の実施を予定しています。

下半期以降は、引き続き「環境商材戦略」「M&A・新規事
業戦略」「プラットフォーム事業戦略」「既存事業の強化」「海
外戦略」の5つを推進し、通期業績における増収増益の達成
を目指してまいります。
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法人事業 コンシューマ事業

FT COMMUNICATIONS CO.,LTD.

情報通信機器販売は、SOHO向けスモールサーバー・
UTM（総合脅威管理システム）が拡大し、ビジネスホン・
OA機器販売も、CRM（顧客情報管理システム）を活用した
クロスセル・アップセル等により堅調に推移しました。

環境関連事業は、LED照明販売が引き続き好調を維持
し、産業用太陽光発電設備の施工案件受注も増加する中、
エアコン等空調機器の自然冷媒ガスの販売を開始し、さら
なる収益向上に努めました。

また新たな展開として、モバイル端末経由クレジット決
済サービスなどプラットフォームの提供事業や、タイ子会
社による環境関連商材の販売を開始しました。

以上の取り組みの結果、上半期の法人事業は売上高
14,482百万円、営業利益1,928百万円となり、前年同期比
で増収増益を遂げました。

光ファイバー回線サービス等の取次販売は、コールセ
ンター機能を拡充すべく、2014年5月に大阪コールセン
ターを新設し、さらなる収益拡大に向けてリソースを投
入していきました。

ドコモショップでは、引き続き需要の高いスマートフォ
ン等の拡販に努め、堅調な販売数を維持しました。その一
方で、多様化するユーザーニーズに対応すべく、営業社員
への教育の強化を通じて、接客時におけるサービス品質
の向上を図り、同時に営業社員1人当たりの生産性改善に
注力しました。

以上の取り組みの結果、上半期のコンシューマ事業は
売上高2,970百万円、営業利益159百万円となり、前年同
期比で増収を遂げましたが、大阪コールセンターの新設
により一時的に利益が減少しました。

事業セグメント別の状況

■ 売上高

14,482 百万円

UP前年同期比20.2％

■ 売上高

2,970 百万円

UP前年同期比17.0％

■ 営業利益

1,928 百万円

UP前年同期比16.3％

■ 営業利益

159 百万円

DOWN
前年同期比23.6％

当社グループが扱う環境関連商材は、LED照明の販売

や自然冷媒ガスのエアコン等空調機器への入替サービス

等があります。

また、販売だけではなく当社グループでLED照明等の

設置工事・保守や産業用太陽光発電設備の施工も行って

おります。このように当社グループは消費電力低減サー

ビスを通してCO2排出量の削減に取組んでおります。

これからも低炭素社会実現に向けた取り組みを行って

まいります。

Fun to Share 
みんなでシェアして、低炭素社会へ。
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特別利益
31

特別損失
225

法人税等合計
571

少数株主利益
0

営業外収益
164

営業外費用
32

返品調整引当金繰入額
9

販売費及び一般管理費
5,954

売上原価
11,285

四半期純利益
996

経常利益
1,762営業利益

1,630

売上総利益
7,595

売上高
18,880

特別利益
15

特別損失
2

法人税等合計
799

少数株主利益
16

営業外収益
196

営業外費用
20

返品調整引当金繰入額
2

販売費及び一般管理費
6,905

売上原価
8,252

四半期純利益
1,314

経常利益
2,117営業利益

1,941

売上総利益
8,849

売上高
17,101

 2014年3月期 上半期（百万円）  2015年3月期 上半期（百万円）

 2013年9月30日  2014年9月30日

総資産 12,428百万円    17,541百万円    
純資産 7,104百万円    9,756百万円    

自己資本比率 54.6%    53.3%    

決算ダイジェスト

法人事業およびコンシューマ事業は増収となりましたが、前期にマーキングサプラ
イ事業を売却し、2013年7月26日付でハイブリッド・サービス株式会社他4社を連結
対象外としたため、売上高は17,101百万円（前年同期比9.4％減）に減少しました。

利益面では、営業利益が1,941百万円（同19.1％増）に増加し、売上高営業利益率は
11.4％（同2.8ポイント上昇）に改善しています。また、受取ロイヤリティーの増加と持
分法による投資損失の解消により、経常利益は2,117百万円（同20.1％増）、四半期純
利益は1,314百万円（同31.9％増）と大幅な増益を果たしました。

総資産は、前期末から487百万円増加し、17,541百万円となりました。現金及び預
金が1,406百万円増加した一方、受取手形及び売掛金が541百万円減少しています。

負債は、前期末から485百万円減少し、7,784百万円となりました。支払手形及び買
掛金が214百万円、未払法人税等が322百万円減少しています。

純資産は、前期末から972百万円増加し、9,756百万円となりました。
有利子負債額は、前期末の1,285百万円から1,316百万円に増加し、自己資本比率は

53.3％（前期末比4.0ポイント上昇）となりました。

（百万円）上半期
通期

通期予想

2014.3 2015.32012.3 2013.3

売上高

44,402

22,176

45,879

35,837

18,880

38,000

17,101
21,806

（百万円）上半期
通期

通期予想

2014.3 2015.32012.3 2013.3

営業利益

1,224
464

3,108
3,761

1,630

4,800

1,9411,633

（百万円）上半期
通期

通期予想

2014.3 2015.32012.3 2013.3

経常利益

1,394

463

3,285

4,113

1,762

5,000

2,117
1,697

（百万円）上半期
通期

通期予想

2014.3 2015.32012.3 2013.3

当期（四半期）純利益

902

218

1,760

2,654

996

2,800

1,314
895

損益状況の変化について

資産状況の変化について

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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〒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

環境保全のため、FSC®

認証紙と植物油インキを
使用して印刷しています。

FT COMMUNICATIONS CO.,LTD.

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 1,309百万円

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1,433名　単体613名

会社概要

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 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

同事務取扱場所 東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社　本店証券代行部

お 手 続 き
お問い合わせ先

〒168-8507 東京都杉並区和泉二丁目8番4号
みずほ信託銀行株式会社　証券代行部
フリーダイヤル：0120-288-324

（土・日・祝日を除く9:00～17:00）

お 取 扱 店

みずほ信託銀行株式会社　本店及び全国各
支店（トラストラウンジ除く）、みずほ証券
株式会社  本店及び全国各支店及び営業所、
プラネットブース（みずほ銀行内の店舗）

※ なお、未払配当金のお支払いについては、株式会社みずほ銀行本店及び全国
各支店でもお取扱いしております。

上場証券取引所 東京証券取引所JASDAQ（スタンダード）

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。）

※ 平成26年6月28日より株主名簿管理人が変更となっております。

（ご注意）
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、口座を開設
されている証券会社等にお問合わせください。株主名簿管理人（みずほ信託銀
行）ではお取り扱いできませんのでご注意ください。なお、未払配当金につき
ましては、みずほ銀行及びみずほ信託銀行の本支店でお支払いたします。

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
株式会社光通信 3,677,100  31.37   
畔柳　誠 1,671,800   14.26   
株式会社ハローコミュニケーションズ 1,290,000   11.01  
平﨑　敏之 619,100   5.28   
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 456,600   3.90   

大株主

※持株比率は当社保有の自己株式（194,728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 23,000,000株 
発 行 済 株 式 総 数 11,915,100株
株 主 数 2,123名

代表取締役会長 畔柳　誠 取 締 役 山本　博之
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

取締役および監査役　　　　　　

株 主メモ

所有者別株式分布状況

証券会社
（71,317株）0.60%

金融機関
（888,300株）7.46%

その他国内法人
（5,285,600株）44.36%

外国人
（742,400株）6.23%

個人・その他
（4,732,755株）39.72%

自己名義株式
（194,728株）1.63%

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。

ホームページのご案内

■ コーポレートサイト
www.ftcom.co.jp

■ 公式 Facebook ページ
www.facebook.com/FTCommunications

コ ー ポレートデ ータ（2014年9月30日現在）
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