
〒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

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

受領株主確定日 期末配当金：3月31日　
中間配当金：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）

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。）

（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。

 株式の状況

発行可能株式総数 23,000,000株

発行済株式総数 11,933,000株

株主数 2,822名

 所有者別株式分布状況

外国人（402,700株）3.37%証券会社（151,547株）1.27%

自己名義株式（194,728株）1.63%金融機関（755,900株）6.33%

その他国内法人
（5,269,100株）44.16%

個人・その他
（5,159,025株）43.23%

ホームページのご案内

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。

コーポレートサイト
www.ftcom.co.jp

公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

会社情報 （2015年3月31日現在）

 会社概要

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 1,312百万円

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 1,406名[158名]

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[　]内に年間平均人員数を外数で記載しております。

 大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社光通信 3,677,100 31.33

畔柳　誠 1,672,100 14.25

株式会社ハローコミュニケーションズ 1,290,000 10.99

平﨑　敏之 619,300 5.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 395,800 3.37

（注）持株比率は自己株式（194,728株）を控除して計算しております。
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当期の概況 資産の状況

　国内経済が緩やかな回復基調を見せる中、当社グループ
では引き続き、LED照明等の環境関連商材、およびCRM（顧
客情報管理システム）を活用したクロスセル・アップセルによ
る情報通信機器の拡販等に注力。またFVNO※1として自社
ブランド光インターネットサービスの販売開始※2など、新た
なストック収益確保のための施策強化にも努めてまいりまし
た。これら一連の取り組みの結果、戦略的先行投資の影響
は一部あったものの、グループ最高益を更新することができ
ました。

　当社は2015年8月3日を期して、会社分割方式により持
株会社体制へ移行することといたしました。持株会社体制
への移行については、事業会社ごとの権限と責任を明確化
し、専門性の追求により各社のブランド力を向上させること
が狙いです。また持株会社体制への移行に伴い、当社は商
号を「株式会社エフティグループ」に変更し、引き続き上場を
維持いたします。新体制下ではガバナンス強化にも取り組
み、グループ全体の持続的な成長と企業価値の最大化を目
指してまいります。

新たなストック収益モデルを確立し、
ストックとフローの両輪展開へ

当社グループの持続的成長を目指し、
持株会社体制へ移行

会社分割後のエフティグループの概要

売上高 （百万円）

総資産／純資産 （百万円）

■ 総資産　■ 純資産

損益状況の変化について （百万円）

営業利益／経常利益 （百万円）

■ 営業利益　■ 経常利益

1株当たり当期純利益 （円）

当期純利益 （百万円）

1株当たり年間配当金 （円）

2015年3月期 連結決算ダイジェスト 

当期の売上高は348億4百万円（前期比
2.9%減）となりました。前期には撤退した
マーキングサプライ事業の売上高47億円
があったため減収となりましたが、法人事業
は12.1%増、コンシューマ事業は5.3%増
の増収となっています。利益面は営業利益
41億9百万円（同9.3%増）、経常利益45億
38百万円（同10.3%増）、当期純利益27億
70百万円（同4.4%増）となり、営業利益は
3期連続の最高益更新となりました。

業容拡大が進展する中、有利子負債は前
年レベルをほぼ維持し、財務体質の健全
化が堅調に進んでいます。総資産は現預
金の増加等により195億54百万円（前期
末比14.7%増）、負債合計は短期借入金
の増加等により86億82百万円（同5.0%
増）、純資産合計は利益剰余金の増加等
により108億71百万円（同23.8%増）と
なりました。これらの結果、自己資本比率
は49.3%から53.5%に上昇しました。

営業利益
4,109

売上原価
販売費及び一般管理費

16,918
13,775

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益

1,757
△11

31

経常利益
4,538

税金等調整前
当期純利益

4,547

売上高
34,804

当期純利益
2,770

営業外収益
462

特別利益
17

特別損失
8

営業外費用
32

POINT   売上原価は169億18百万円
（前期比13.8%減）と二桁の減少率とな
り、売上総利益および総利益率を順調に
伸ばすことができました。また販売費及
び一般管理費は、販売手数料の増加等に
より137億75百万円となりました。営業
外収益4億62百万円は、取引先からの受
取ロイヤリティ等によるものです。また当
期では、関係会社株式売却損が発生しな
かったことから、特別損失は前期の2億
54百万円から大きく減少しています。

※2013年10月1日を効力発生日として普通株式1株を100株に分割しております。2012年3月期、2013年3月期、2014年3月期における1株当たり当期純利益、1株当たり
年間配当金につきましては、連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。

新生エフティグループが遂に始動
ストックとフローの両輪で成長スピードの向上へ

業績の詳細については当社IRサイトをご参照ください。 エフティ IR 検 索   http://ir.ftcom.co.jp/

（百万円）

株式会社エフティグループ

株式会社 
ジャパンTSS

株式会社 
J-ONE

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ 
ウエスト

株式会社 
グロースブレイブジャパン

法人事業
情報通信機器、インターネットサービス、LED照明、自然冷媒ガス等の販売、施工・保守

コンシューマ事業
コールセンター、ドコモショップ

株式会社 
ニューテック

株式会社 
アイエフネット

株式会社 
ベストアンサー

株式会社 
アドマウント

株式会社 
アントレプレナー

株式会社 
アレクソン

株式会社 
ジスター 
イノベーション

株式会社 
ＶｉｅｗＰｏｉｎｔ

海外（タイ）

FT 
Communications 
(Thailand)
Co.,Ltd.

株式会社 
NEXT

株式会社 
シー・ワイ・ 
サポート

株式会社 
FRONTIER

株式会社 
サンデックス

※1 Fixed Virtual Network Operatorの略。自らは固定回線のネットワークを持たず、他の事業者からそれらを借りてサービスを提供する事業者のこと。
※2 詳細につきましては「第30期注目ポイント・アラカルト」をご参照願います。

証券コード：2763

『私たちは、ビジネスの未来を発信していく』
グループとして 

『オフィスと生活に新たな満足を…』 
お客様に提供していきます。

流動資産
16,158

固定資産
3,395

純資産
10,871

流動負債
8,362
固定負債

319

010_0737901302706.indd   1-3 2015/06/11   11:11:03aaaaaaad010_0737901302706.indd   1 2015/06/14   3:25:44



第30期 注目ポイント・アラカルト 特集「FTビジネスモデルの限りなき進化と成長」

FTビジネスモデルの
限りなき進化と成長

エフティコミュニケーションズが目指す姿

真のお客様満足向上を追求し、
「オフィスと生活に新たな満足を…」

提供し続ける企業グループを目指す。

「環境商材の拡充」をはじめ、5つの成長戦略を推進。
より豊かで環境に優しい社会の実現に貢献するとともに、
新たな経営ステージへの突入を遂げてまいります。

当社グループの成長戦略の重要な柱の1つが、この「環境商材の拡充」で
す。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
ビスのみならず、LED照明等の設置工事・保守や産業用太陽光発電設備の
施工も展開。また、新たな環境商材として紫外線や赤外線を大幅にカットす

るガラスコート剤「クリスコート」の販売を開始しておりま
す。クリスコートは、室内の温度上昇を抑え空調機器等の
電気代の削減やUVカットで壁紙、フローリングの劣化を
防ぐ等、人と地球に優しい環境商材となります。

※ストック商材を獲得した場合に、将来得られる見込みの利益のこと。

当社グループのさらなる成長にとって、既存事業の強化は
不可欠です。CRM（顧客管理）を活用した環境関連商材や
情報通信機器の拡販、北海道エリアへの追加出店や未出店
地域が点在している西日本エリア（九州、四国）への出店、検
討など、様々な角度から既存事業の強化を進めています。

ＮＴＴ光回線サービスの卸モデル「光コラボレーション」開始に伴い、当
社グループも「FVNO」（仮想固定通信事業者）として自社ブランドに
よるサービスを開始。今後は、「MVNO」（仮想移動体通信事業者）、電
力小売りやガス小売りの自由化に向け、中長期的により多くの収益貢
献が期待できるストック収益モデルの確立を目指します。

タイのFT Communicat ions(Thai land) Co. , L td.が昨年
7月から営 業 開 始。既に直 管タイプLED照 明 の 受 注 累 計 が
36 ,000本を突破するなど、大規模／中規模日系企業を中心に
現地マーケットを順調に拡大することができております。

環境商材の拡充KEY STRATEGY 1

既存事業の強化KEY STRATEGY 3

新たなストック収益モデルの確立
KEY STRATEGY 4

海外市場の開拓KEY STRATEGY 5

既存事業とのシナジーが図れる国内外の同
業他社／当社顧客にとって魅力ある新規商
材を有する企業、といった明確なターゲット
目標の下、積極的なM & A・事業提携を数
年前より本格展開。業容の拡大とともに、
新たな収益化の実現と顧客満足度の追求
を効果的に図ることができております。

M&A・事業提携の推進
KEY STRATEGY 2

年月 相手先企業 主な内容

2013年11月 （株）アレクソン 当社の孫会社化

2013年11月 （株）グロースブレイブジャパン 連結子会社化

2013年12月 （株）ニューテック 連結子会社化

2014年09月 （株）アドマウント 当社の孫会社化

事業内容のご紹介

法人事業

コンシューマ事業

事業概要　ビジネスホン、O A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。なお全国のNT T特約
店の中で当社は取引高トップクラスです。

事業概要　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（当社連結
子会社の（株）サンデックスが運営）を行っております。

当期の営業概況　ＳＯＨＯ向けスモールサーバー・
ＵＴＭの販売が好調であったことや昨年度に連結子
会社化したＭ＆Ａ効果等により、売上／利益とも二
桁の伸びを達成しました。

297億50百万円
前期比 12.1%増 ➡

売上高

56億95百万円
前期比 5.3%増 ➡

売上高

42億55百万円
前期比 16.2%増 ➡

営業利益

3億52百万円
前期比 43.3%減➡

営業利益

当期の営業概況　大阪コールセンター新設および
FVNOサービス開始に伴う戦略的先行投資により、
前期比43.3%減の減益となったものの、家族複数台
契約などドコモショップの販売は堅調に推移しました。

2015年3月期
売上高構成比

法人事業

83.9%

コンシューマ事業

16.1%

より強固な事業基盤の確立へ

ストック収益の
積み上げへ
（将来収益※）

CRMを活用した
クロスセル･アップセル

新規出店の
展開

自社ブランドによる
サービス開始

事業基盤の拡充と一層の高収益化を目指し、当社グ
ループでは様々な成長戦略を展開しております。環
境商材の順調な伸長のほか、昨年7月からは海外タ
イの現地法人も本格始動。自らの企業価値を高めな
がら、またオフィスと生活に新たな満足を提供し続け
ていくことを目指し、FTビジネスモデルの進化と成
長はこれからも続いてまいります。

タイ王国でのLED照明（直管タイプ）の受注累計が36,000本を突破
FT Communications (Thailand) Co., Ltd. が2016年3月期から連結入り

　昨年5月に設立した「FT Communi 
cations (Thailand) Co., Ltd.」の
営業活動が順調に推移しております。
年間を通して気温が高く、空調による
電力消費量が大きいASEAN地域で
は、経済成長とともに省エネニーズ
が高まる傾向にあります。また、同社
が拠点とするタイの首都バンコクお
よびその周辺エリアには大／中規模

日系企業も多く、一層のビジネスチャ
ンスの広がりも見込まれます。今後
へ向けては、日本で培ってきたLED
照明等の販売実績とノウハウを最大
限活用しながら、その後オフィス向け
トータルソリューションへの展開を図
るとともに、タイからその他A SEAN
各国に強固な販路の拡大を目指して
まいります。

NTT光回線サービスの卸モデル「光コラボレーション」開始
「FVNO」（仮想固定通信事業者）として自社ブランドによるサービスを展開

　光コラボレーションとは、NT T東日本／NT T西日本が
保有している光回線を借り受けた事業者が、自社で運営し
ている他のサービスと光回線を組み合わせ、さらに便利な
サービスとしてユーザーに提供するモデルのことです。
　これまでNT T東西の光回線は他企業への貸出し（卸売
り）は出来ませんでしたが、本年２月よりそれが解禁され、

当社グループは光回線卸しを受けるFVNOとして自社ブ
ランドによるサービスを展開することといたしました。「オ
フィスと生活に新たな満足の提供」を目指す当社グループ
にとっては事業拡大へ向けた絶好の機会でもあり、お客様
の様々なニーズに応じた独自のサービスを積極的に開発・
提供していく方針です。

「mieruCAR（ミエルカ）」が
「ヤフオク！」と連携し、自動出品への
対応が可能になりました

　当社グループが運営する
中古車の個人間売買サイト

「mieruCAR（ミエルカ）」が、
本年3月から日本最大級のインターネットオークションサイト「ヤフオク！

（http://auctions.yahoo.co.jp）」との連携を開始。その第一弾と
してmieruCAR掲載車両を、ヤフオク内に設置された「ミエルカスト
ア」に自動出品するサービスがスタートいたしました。mieruCARで
は、今後もインターネットの個人間取引で不安要素となる課題を解決
し、さらなる安心取引を提供すべく様々な取り組みをヤフオクとともに
提供していく計画です。

皆様方の
ご支援に支えられ、
設立30周年を
迎えることとなりました

　お陰様をもちまして株式会社エフティコミュ
ニケーションズは2015年8月1日をもって、設
立30周年を迎えることとなりました。株主の
皆様をはじめとする多くのステークホルダーに
は日頃より格段のご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。つきましては、このような記念すべ
き節目を迎えられたことについて深く感謝の意
を表し、2015年3月期の期末配当において1
株当たり10円の記念配当を実施させて頂きま
した。今後とも当社グループへのご支援の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。

30th
Anniversary

ミエルカサイト 
http://www.mierucar.jp

ひかり速トク 
https://www.if-n.ne.jp/hayatoku/
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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

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

受領株主確定日 期末配当金：3月31日　
中間配当金：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）

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。）

（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。

 株式の状況

発行可能株式総数 23,000,000株

発行済株式総数 11,933,000株

株主数 2,822名

 所有者別株式分布状況

外国人（402,700株）3.37%証券会社（151,547株）1.27%

自己名義株式（194,728株）1.63%金融機関（755,900株）6.33%

その他国内法人
（5,269,100株）44.16%

個人・その他
（5,159,025株）43.23%

ホームページのご案内

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。

コーポレートサイト
www.ftcom.co.jp

公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

会社情報 （2015年3月31日現在）

 会社概要

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 1,312百万円

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 1,406名[158名]

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[　]内に年間平均人員数を外数で記載しております。

 大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社光通信 3,677,100 31.33

畔柳　誠 1,672,100 14.25

株式会社ハローコミュニケーションズ 1,290,000 10.99

平﨑　敏之 619,300 5.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 395,800 3.37

（注）持株比率は自己株式（194,728株）を控除して計算しております。
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FT COMMUNICATIONS CO., LTD.

第30期報告書
2014年4月1日から2015年3月31日まで

OUR SHAREHOLDERS 

ONLY FREE

MESSAGE｜メッセージ

当期の概況 資産の状況

　国内経済が緩やかな回復基調を見せる中、当社グループ
では引き続き、LED照明等の環境関連商材、およびCRM（顧
客情報管理システム）を活用したクロスセル・アップセルによ
る情報通信機器の拡販等に注力。またFVNO※1として自社
ブランド光インターネットサービスの販売開始※2など、新た
なストック収益確保のための施策強化にも努めてまいりまし
た。これら一連の取り組みの結果、戦略的先行投資の影響
は一部あったものの、グループ最高益を更新することができ
ました。

　当社は2015年8月3日を期して、会社分割方式により持
株会社体制へ移行することといたしました。持株会社体制
への移行については、事業会社ごとの権限と責任を明確化
し、専門性の追求により各社のブランド力を向上させること
が狙いです。また持株会社体制への移行に伴い、当社は商
号を「株式会社エフティグループ」に変更し、引き続き上場を
維持いたします。新体制下ではガバナンス強化にも取り組
み、グループ全体の持続的な成長と企業価値の最大化を目
指してまいります。

新たなストック収益モデルを確立し、
ストックとフローの両輪展開へ

当社グループの持続的成長を目指し、
持株会社体制へ移行

会社分割後のエフティグループの概要

売上高 （百万円）

総資産／純資産 （百万円）

■ 総資産　■ 純資産

損益状況の変化について （百万円）

営業利益／経常利益 （百万円）

■ 営業利益　■ 経常利益

1株当たり当期純利益 （円）

当期純利益 （百万円）

1株当たり年間配当金 （円）

2015年3月期 連結決算ダイジェスト 

当期の売上高は348億4百万円（前期比
2.9%減）となりました。前期には撤退した
マーキングサプライ事業の売上高47億円
があったため減収となりましたが、法人事業
は12.1%増、コンシューマ事業は5.3%増
の増収となっています。利益面は営業利益
41億9百万円（同9.3%増）、経常利益45億
38百万円（同10.3%増）、当期純利益27億
70百万円（同4.4%増）となり、営業利益は
3期連続の最高益更新となりました。

業容拡大が進展する中、有利子負債は前
年レベルをほぼ維持し、財務体質の健全
化が堅調に進んでいます。総資産は現預
金の増加等により195億54百万円（前期
末比14.7%増）、負債合計は短期借入金
の増加等により86億82百万円（同5.0%
増）、純資産合計は利益剰余金の増加等
により108億71百万円（同23.8%増）と
なりました。これらの結果、自己資本比率
は49.3%から53.5%に上昇しました。

営業利益
4,109

売上原価
販売費及び一般管理費

16,918
13,775

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益

1,757
△11

31

経常利益
4,538

税金等調整前
当期純利益

4,547

売上高
34,804

当期純利益
2,770

営業外収益
462

特別利益
17

特別損失
8

営業外費用
32

POINT   売上原価は169億18百万円
（前期比13.8%減）と二桁の減少率とな
り、売上総利益および総利益率を順調に
伸ばすことができました。また販売費及
び一般管理費は、販売手数料の増加等に
より137億75百万円となりました。営業
外収益4億62百万円は、取引先からの受
取ロイヤリティ等によるものです。また当
期では、関係会社株式売却損が発生しな
かったことから、特別損失は前期の2億
54百万円から大きく減少しています。

※2013年10月1日を効力発生日として普通株式1株を100株に分割しております。2012年3月期、2013年3月期、2014年3月期における1株当たり当期純利益、1株当たり
年間配当金につきましては、連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。

新生エフティグループが遂に始動
ストックとフローの両輪で成長スピードの向上へ

業績の詳細については当社IRサイトをご参照ください。 エフティ IR 検 索   http://ir.ftcom.co.jp/

（百万円）

株式会社エフティグループ

株式会社 
ジャパンTSS

株式会社 
J-ONE

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ 
ウエスト

株式会社 
グロースブレイブジャパン

法人事業
情報通信機器、インターネットサービス、LED照明、自然冷媒ガス等の販売、施工・保守

コンシューマ事業
コールセンター、ドコモショップ

株式会社 
ニューテック

株式会社 
アイエフネット

株式会社 
ベストアンサー

株式会社 
アドマウント

株式会社 
アントレプレナー

株式会社 
アレクソン

株式会社 
ジスター 
イノベーション

株式会社 
ＶｉｅｗＰｏｉｎｔ

海外（タイ）

FT 
Communications 
(Thailand)
Co.,Ltd.

株式会社 
NEXT

株式会社 
シー・ワイ・ 
サポート

株式会社 
FRONTIER

株式会社 
サンデックス

※1 Fixed Virtual Network Operatorの略。自らは固定回線のネットワークを持たず、他の事業者からそれらを借りてサービスを提供する事業者のこと。
※2 詳細につきましては「第30期注目ポイント・アラカルト」をご参照願います。

証券コード：2763

『私たちは、ビジネスの未来を発信していく』
グループとして 

『オフィスと生活に新たな満足を…』 
お客様に提供していきます。

流動資産
16,158

固定資産
3,395

純資産
10,871

流動負債
8,362
固定負債

319
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第30期 注目ポイント・アラカルト 特集「FTビジネスモデルの限りなき進化と成長」

FTビジネスモデルの
限りなき進化と成長

エフティコミュニケーションズが目指す姿

真のお客様満足向上を追求し、
「オフィスと生活に新たな満足を…」

提供し続ける企業グループを目指す。

「環境商材の拡充」をはじめ、5つの成長戦略を推進。
より豊かで環境に優しい社会の実現に貢献するとともに、
新たな経営ステージへの突入を遂げてまいります。

当社グループの成長戦略の重要な柱の1つが、この「環境商材の拡充」で
す。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
ビスのみならず、LED照明等の設置工事・保守や産業用太陽光発電設備の
施工も展開。また、新たな環境商材として紫外線や赤外線を大幅にカットす

るガラスコート剤「クリスコート」の販売を開始しておりま
す。クリスコートは、室内の温度上昇を抑え空調機器等の
電気代の削減やUVカットで壁紙、フローリングの劣化を
防ぐ等、人と地球に優しい環境商材となります。

※ストック商材を獲得した場合に、将来得られる見込みの利益のこと。

当社グループのさらなる成長にとって、既存事業の強化は
不可欠です。CRM（顧客管理）を活用した環境関連商材や
情報通信機器の拡販、北海道エリアへの追加出店や未出店
地域が点在している西日本エリア（九州、四国）への出店、検
討など、様々な角度から既存事業の強化を進めています。

ＮＴＴ光回線サービスの卸モデル「光コラボレーション」開始に伴い、当
社グループも「FVNO」（仮想固定通信事業者）として自社ブランドに
よるサービスを開始。今後は、「MVNO」（仮想移動体通信事業者）、電
力小売りやガス小売りの自由化に向け、中長期的により多くの収益貢
献が期待できるストック収益モデルの確立を目指します。

タイのFT Communicat ions(Thai land) Co. , L td.が昨年
7月から営 業 開 始。既に直 管タイプLED照 明 の 受 注 累 計 が
36 ,000本を突破するなど、大規模／中規模日系企業を中心に
現地マーケットを順調に拡大することができております。

環境商材の拡充KEY STRATEGY 1

既存事業の強化KEY STRATEGY 3

新たなストック収益モデルの確立
KEY STRATEGY 4

海外市場の開拓KEY STRATEGY 5

既存事業とのシナジーが図れる国内外の同
業他社／当社顧客にとって魅力ある新規商
材を有する企業、といった明確なターゲット
目標の下、積極的なM & A・事業提携を数
年前より本格展開。業容の拡大とともに、
新たな収益化の実現と顧客満足度の追求
を効果的に図ることができております。

M&A・事業提携の推進
KEY STRATEGY 2

年月 相手先企業 主な内容

2013年11月 （株）アレクソン 当社の孫会社化

2013年11月 （株）グロースブレイブジャパン 連結子会社化

2013年12月 （株）ニューテック 連結子会社化

2014年09月 （株）アドマウント 当社の孫会社化

事業内容のご紹介

法人事業

コンシューマ事業

事業概要　ビジネスホン、O A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。なお全国のNT T特約
店の中で当社は取引高トップクラスです。

事業概要　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（当社連結
子会社の（株）サンデックスが運営）を行っております。

当期の営業概況　ＳＯＨＯ向けスモールサーバー・
ＵＴＭの販売が好調であったことや昨年度に連結子
会社化したＭ＆Ａ効果等により、売上／利益とも二
桁の伸びを達成しました。

297億50百万円
前期比 12.1%増 ➡

売上高

56億95百万円
前期比 5.3%増 ➡

売上高

42億55百万円
前期比 16.2%増 ➡

営業利益

3億52百万円
前期比 43.3%減➡

営業利益

当期の営業概況　大阪コールセンター新設および
FVNOサービス開始に伴う戦略的先行投資により、
前期比43.3%減の減益となったものの、家族複数台
契約などドコモショップの販売は堅調に推移しました。

2015年3月期
売上高構成比

法人事業

83.9%

コンシューマ事業

16.1%

より強固な事業基盤の確立へ

ストック収益の
積み上げへ
（将来収益※）

CRMを活用した
クロスセル･アップセル

新規出店の
展開

自社ブランドによる
サービス開始

事業基盤の拡充と一層の高収益化を目指し、当社グ
ループでは様々な成長戦略を展開しております。環
境商材の順調な伸長のほか、昨年7月からは海外タ
イの現地法人も本格始動。自らの企業価値を高めな
がら、またオフィスと生活に新たな満足を提供し続け
ていくことを目指し、FTビジネスモデルの進化と成
長はこれからも続いてまいります。

タイ王国でのLED照明（直管タイプ）の受注累計が36,000本を突破
FT Communications (Thailand) Co., Ltd. が2016年3月期から連結入り

　昨年5月に設立した「FT Communi 
cations (Thailand) Co., Ltd.」の
営業活動が順調に推移しております。
年間を通して気温が高く、空調による
電力消費量が大きいASEAN地域で
は、経済成長とともに省エネニーズ
が高まる傾向にあります。また、同社
が拠点とするタイの首都バンコクお
よびその周辺エリアには大／中規模

日系企業も多く、一層のビジネスチャ
ンスの広がりも見込まれます。今後
へ向けては、日本で培ってきたLED
照明等の販売実績とノウハウを最大
限活用しながら、その後オフィス向け
トータルソリューションへの展開を図
るとともに、タイからその他A SEAN
各国に強固な販路の拡大を目指して
まいります。

NTT光回線サービスの卸モデル「光コラボレーション」開始
「FVNO」（仮想固定通信事業者）として自社ブランドによるサービスを展開

　光コラボレーションとは、NT T東日本／NT T西日本が
保有している光回線を借り受けた事業者が、自社で運営し
ている他のサービスと光回線を組み合わせ、さらに便利な
サービスとしてユーザーに提供するモデルのことです。
　これまでNT T東西の光回線は他企業への貸出し（卸売
り）は出来ませんでしたが、本年２月よりそれが解禁され、

当社グループは光回線卸しを受けるFVNOとして自社ブ
ランドによるサービスを展開することといたしました。「オ
フィスと生活に新たな満足の提供」を目指す当社グループ
にとっては事業拡大へ向けた絶好の機会でもあり、お客様
の様々なニーズに応じた独自のサービスを積極的に開発・
提供していく方針です。

「mieruCAR（ミエルカ）」が
「ヤフオク！」と連携し、自動出品への
対応が可能になりました

　当社グループが運営する
中古車の個人間売買サイト

「mieruCAR（ミエルカ）」が、
本年3月から日本最大級のインターネットオークションサイト「ヤフオク！

（http://auctions.yahoo.co.jp）」との連携を開始。その第一弾と
してmieruCAR掲載車両を、ヤフオク内に設置された「ミエルカスト
ア」に自動出品するサービスがスタートいたしました。mieruCARで
は、今後もインターネットの個人間取引で不安要素となる課題を解決
し、さらなる安心取引を提供すべく様々な取り組みをヤフオクとともに
提供していく計画です。

皆様方の
ご支援に支えられ、
設立30周年を
迎えることとなりました

　お陰様をもちまして株式会社エフティコミュ
ニケーションズは2015年8月1日をもって、設
立30周年を迎えることとなりました。株主の
皆様をはじめとする多くのステークホルダーに
は日頃より格段のご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。つきましては、このような記念すべ
き節目を迎えられたことについて深く感謝の意
を表し、2015年3月期の期末配当において1
株当たり10円の記念配当を実施させて頂きま
した。今後とも当社グループへのご支援の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。

30th
Anniversary

ミエルカサイト 
http://www.mierucar.jp

ひかり速トク 
https://www.if-n.ne.jp/hayatoku/
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第30期 注目ポイント・アラカルト 特集「FTビジネスモデルの限りなき進化と成長」

FTビジネスモデルの
限りなき進化と成長

エフティコミュニケーションズが目指す姿

真のお客様満足向上を追求し、
「オフィスと生活に新たな満足を…」

提供し続ける企業グループを目指す。

「環境商材の拡充」をはじめ、5つの成長戦略を推進。
より豊かで環境に優しい社会の実現に貢献するとともに、
新たな経営ステージへの突入を遂げてまいります。

当社グループの成長戦略の重要な柱の1つが、この「環境商材の拡充」で
す。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
ビスのみならず、LED照明等の設置工事・保守や産業用太陽光発電設備の
施工も展開。また、新たな環境商材として紫外線や赤外線を大幅にカットす

るガラスコート剤「クリスコート」の販売を開始しておりま
す。クリスコートは、室内の温度上昇を抑え空調機器等の
電気代の削減やUVカットで壁紙、フローリングの劣化を
防ぐ等、人と地球に優しい環境商材となります。

※ストック商材を獲得した場合に、将来得られる見込みの利益のこと。

当社グループのさらなる成長にとって、既存事業の強化は
不可欠です。CRM（顧客管理）を活用した環境関連商材や
情報通信機器の拡販、北海道エリアへの追加出店や未出店
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ＮＴＴ光回線サービスの卸モデル「光コラボレーション」開始に伴い、当
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タイのFT Communicat ions(Thai land) Co. , L td.が昨年
7月から営 業 開 始。既に直 管タイプLED照 明 の 受 注 累 計 が
36 ,000本を突破するなど、大規模／中規模日系企業を中心に
現地マーケットを順調に拡大することができております。

環境商材の拡充KEY STRATEGY 1
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新たなストック収益モデルの確立
KEY STRATEGY 4

海外市場の開拓KEY STRATEGY 5
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材を有する企業、といった明確なターゲット
目標の下、積極的なM & A・事業提携を数
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2013年11月 （株）グロースブレイブジャパン 連結子会社化
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の様々なニーズに応じた独自のサービスを積極的に開発・
提供していく方針です。

「mieruCAR（ミエルカ）」が
「ヤフオク！」と連携し、自動出品への
対応が可能になりました

　当社グループが運営する
中古車の個人間売買サイト

「mieruCAR（ミエルカ）」が、
本年3月から日本最大級のインターネットオークションサイト「ヤフオク！

（http://auctions.yahoo.co.jp）」との連携を開始。その第一弾と
してmieruCAR掲載車両を、ヤフオク内に設置された「ミエルカスト
ア」に自動出品するサービスがスタートいたしました。mieruCARで
は、今後もインターネットの個人間取引で不安要素となる課題を解決
し、さらなる安心取引を提供すべく様々な取り組みをヤフオクとともに
提供していく計画です。

皆様方の
ご支援に支えられ、
設立30周年を
迎えることとなりました

　お陰様をもちまして株式会社エフティコミュ
ニケーションズは2015年8月1日をもって、設
立30周年を迎えることとなりました。株主の
皆様をはじめとする多くのステークホルダーに
は日頃より格段のご支援を賜り、厚く御礼申し
上げます。つきましては、このような記念すべ
き節目を迎えられたことについて深く感謝の意
を表し、2015年3月期の期末配当において1
株当たり10円の記念配当を実施させて頂きま
した。今後とも当社グループへのご支援の程、
何卒よろしくお願い申し上げます。
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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

株主メモ

事業年度 4月1日から翌年3月31日まで

受領株主確定日 期末配当金：3月31日　
中間配当金：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）

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。）

（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。

 株式の状況

発行可能株式総数 23,000,000株

発行済株式総数 11,933,000株

株主数 2,822名

 所有者別株式分布状況

外国人（402,700株）3.37%証券会社（151,547株）1.27%

自己名義株式（194,728株）1.63%金融機関（755,900株）6.33%

その他国内法人
（5,269,100株）44.16%

個人・その他
（5,159,025株）43.23%

ホームページのご案内

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。

コーポレートサイト
www.ftcom.co.jp

公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

会社情報 （2015年3月31日現在）

 会社概要

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 1,312百万円

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 1,406名[158名]

（注）従業員数は就業人員数であり、臨時従業員数は[　]内に年間平均人員数を外数で記載しております。

 大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社光通信 3,677,100 31.33

畔柳　誠 1,672,100 14.25

株式会社ハローコミュニケーションズ 1,290,000 10.99

平﨑　敏之 619,300 5.28

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 395,800 3.37

（注）持株比率は自己株式（194,728株）を控除して計算しております。

44,402 45,879
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FT COMMUNICATIONS CO., LTD.

第30期報告書
2014年4月1日から2015年3月31日まで

OUR SHAREHOLDERS 

ONLY FREE

MESSAGE｜メッセージ

当期の概況 資産の状況

　国内経済が緩やかな回復基調を見せる中、当社グループ
では引き続き、LED照明等の環境関連商材、およびCRM（顧
客情報管理システム）を活用したクロスセル・アップセルによ
る情報通信機器の拡販等に注力。またFVNO※1として自社
ブランド光インターネットサービスの販売開始※2など、新た
なストック収益確保のための施策強化にも努めてまいりまし
た。これら一連の取り組みの結果、戦略的先行投資の影響
は一部あったものの、グループ最高益を更新することができ
ました。

　当社は2015年8月3日を期して、会社分割方式により持
株会社体制へ移行することといたしました。持株会社体制
への移行については、事業会社ごとの権限と責任を明確化
し、専門性の追求により各社のブランド力を向上させること
が狙いです。また持株会社体制への移行に伴い、当社は商
号を「株式会社エフティグループ」に変更し、引き続き上場を
維持いたします。新体制下ではガバナンス強化にも取り組
み、グループ全体の持続的な成長と企業価値の最大化を目
指してまいります。

新たなストック収益モデルを確立し、
ストックとフローの両輪展開へ

当社グループの持続的成長を目指し、
持株会社体制へ移行

会社分割後のエフティグループの概要

売上高 （百万円）

総資産／純資産 （百万円）

■ 総資産　■ 純資産

損益状況の変化について （百万円）

営業利益／経常利益 （百万円）

■ 営業利益　■ 経常利益

1株当たり当期純利益 （円）

当期純利益 （百万円）

1株当たり年間配当金 （円）

2015年3月期 連結決算ダイジェスト 

当期の売上高は348億4百万円（前期比
2.9%減）となりました。前期には撤退した
マーキングサプライ事業の売上高47億円
があったため減収となりましたが、法人事業
は12.1%増、コンシューマ事業は5.3%増
の増収となっています。利益面は営業利益
41億9百万円（同9.3%増）、経常利益45億
38百万円（同10.3%増）、当期純利益27億
70百万円（同4.4%増）となり、営業利益は
3期連続の最高益更新となりました。

業容拡大が進展する中、有利子負債は前
年レベルをほぼ維持し、財務体質の健全
化が堅調に進んでいます。総資産は現預
金の増加等により195億54百万円（前期
末比14.7%増）、負債合計は短期借入金
の増加等により86億82百万円（同5.0%
増）、純資産合計は利益剰余金の増加等
により108億71百万円（同23.8%増）と
なりました。これらの結果、自己資本比率
は49.3%から53.5%に上昇しました。

営業利益
4,109

売上原価
販売費及び一般管理費

16,918
13,775

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益

1,757
△11

31

経常利益
4,538

税金等調整前
当期純利益

4,547

売上高
34,804

当期純利益
2,770

営業外収益
462

特別利益
17

特別損失
8

営業外費用
32

POINT   売上原価は169億18百万円
（前期比13.8%減）と二桁の減少率とな
り、売上総利益および総利益率を順調に
伸ばすことができました。また販売費及
び一般管理費は、販売手数料の増加等に
より137億75百万円となりました。営業
外収益4億62百万円は、取引先からの受
取ロイヤリティ等によるものです。また当
期では、関係会社株式売却損が発生しな
かったことから、特別損失は前期の2億
54百万円から大きく減少しています。

※2013年10月1日を効力発生日として普通株式1株を100株に分割しております。2012年3月期、2013年3月期、2014年3月期における1株当たり当期純利益、1株当たり
年間配当金につきましては、連結会計年度の期首に株式分割が行われたと仮定して算定しております。

新生エフティグループが遂に始動
ストックとフローの両輪で成長スピードの向上へ

業績の詳細については当社IRサイトをご参照ください。 エフティ IR 検 索   http://ir.ftcom.co.jp/

（百万円）

株式会社エフティグループ

株式会社 
ジャパンTSS

株式会社 
J-ONE

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ

株式会社エフティ 
コミュニケーションズ 
ウエスト

株式会社 
グロースブレイブジャパン

法人事業
情報通信機器、インターネットサービス、LED照明、自然冷媒ガス等の販売、施工・保守

コンシューマ事業
コールセンター、ドコモショップ

株式会社 
ニューテック

株式会社 
アイエフネット

株式会社 
ベストアンサー

株式会社 
アドマウント

株式会社 
アントレプレナー

株式会社 
アレクソン

株式会社 
ジスター 
イノベーション

株式会社 
ＶｉｅｗＰｏｉｎｔ

海外（タイ）

FT 
Communications 
(Thailand)
Co.,Ltd.

株式会社 
NEXT

株式会社 
シー・ワイ・ 
サポート

株式会社 
FRONTIER

株式会社 
サンデックス

※1 Fixed Virtual Network Operatorの略。自らは固定回線のネットワークを持たず、他の事業者からそれらを借りてサービスを提供する事業者のこと。
※2 詳細につきましては「第30期注目ポイント・アラカルト」をご参照願います。

証券コード：2763

『私たちは、ビジネスの未来を発信していく』
グループとして 

『オフィスと生活に新たな満足を…』 
お客様に提供していきます。

流動資産
16,158

固定資産
3,395

純資産
10,871

流動負債
8,362
固定負債
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