
オフィスと生活に新たな未来を。

FT-TIMES
第31期上半期報告書
2015年4月1日から2015年9月30日まで

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

証券コード：2763

■ 新設分割及び商号変更の完了

当社グループの扱う事業は、LED照明や自然冷媒、太陽
光発電設備等を販売する環境関連事業から、ビジネスホ
ン・OA機器・サーバー・UTM（統合脅威管理）、法人携
帯などの情報通信サービス事業、光ファイバー回線提供や
WEB制作、インターネットサービスプロバイダーを運営
管理するインターネット関連事業等、分野を越えて多岐に
渡ります。

当上半期の連結業績は、前期までの光ファイバー回線の取
次販売（フロー型）から、当社グループのサービス「ひかり速
トク」等、お客様の利用に応じて毎月継続的に収益が得られ

売上高

171.94 億円

営業利益

21.60 億円

経常利益

21.49 億円

親会社株主に帰属する四半期純利益

13.44 億円
るストック型サービスに切り替えたことによりコンシューマ
事業の売上及び利益は一時的に減少しました。

しかしながら、法人事業においてLED照明のラインアッ
プ追加や情報の安全な管理が求められるマイナンバー制度
への対応等、セキュリティニーズの高まりによるサーバー・
UTM（統合脅威管理）の販売が増加したことに加え、タイ王
国の「FT Communications（Thailand）Co.,Ltd.」を連結
の範囲に含め、海外においてもLED照明等を販売する環境
関連事業の強化に取組んだ結果、上半期における過去最高
益を更新しました。

業績ハイライト

上半期における過去最高益を更新

当社は、2015年8月に会社分割により株式会社エフティコミュニケーションズと株式会社エフティコミュニケーションズウエ
ストを新設し、商号を「株式会社エフティグループ」に変更しました。

グループ戦略機能の強化、コーポレートガバナンス強化に加え、国内外における傘下企業間のグループシナジーの最大化を図り、
更なる企業価値の向上を目指してまいります。
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1株当たり配当金

コンシューマ事業でのストック型サービスへの移行に伴う業績面への一時的影響はあったものの、環境関連商材の複合提案の奏功、マイナンバー制度へ
の対応を背景にしたセキュリティ系商材の拡販等により、増収増益を達成しました。また通期予想に対する進捗率では売上高45.2%、営業利益43.2%、経
常利益43.0%、親会社株主に帰属する四半期純利益44.8%となり、概ね順調な進捗状況となりました。

※2015年10月1日を効力発生日として普通株式1株を3株に分割しておりますが、2016年3月期の1株当たり当期純利益、1株当たり配当金に
つきましては比較しやすいように分割前の金額を記載しております。

※2016年3月期より「営業外収益」に計上しておりました「受取ロイヤリティー」の計上を変更しておりますが、2014年3月期以前の売上高及び
営業利益につきましては組替前の数値で記載しております。

当上半期の概況

エフティグループのテレビCMが、全国17地区でオンエア。
BS放送｢ワールドビジネスサテライト｣では平日毎日放映
しております。

流動資産
15,581

固定資産
3,341

純資産
11,383

流動負債
7,330

固定負債
209

（百万円）
テレビCM放映

自己株式の取得等により現金及び
現金同等物は前期末よりも1,043
百万円減少したものの、利益剰余金
は881百万円の積み増しとなりまし
た。また有利子負債は前期末比322
百万円減の1,020百万円、自己資本
比率は同4.9ポイントアップの58.4%
となり、財務基盤の一層の強化を図る
ことができました。

資産の状況
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法人事業

事業概要
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・個人事業主に提供して
おります。

当期の営業概況
海外タイでのLED照明等の環境系商品の
販売が好調に進んだことや、ファイルサー
バー・UTMの販売が堅調に推移したこと
等により増収増益を達成しました。

セグメントの概況

売上高

営業利益

14,950百万円
前年から418百万円増

2,560百万円
前年から502百万円増

コンシューマ事業

事業概要
一般消費者向けにインターネットサービ
スの提供／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
これまでの光ファイバー回線の取次販売

（フロー型）から、「ひかり速トク」として「ア
イエフネットインターネットサービス」との
セットプラン（ストック型サービス）に切り
替えたことが一時的に影響し、減収減益と
なりました。

売上高

営業利益

2,458百万円
前年から512百万円減

△231百万円
前年から391百万円減

LED照明の新たなラインアップとして、「L-eeDo 長寿命型シリーズ」「L-eeDo 
ステップ調光シリーズ」が登場しました。「L-eeDo 長寿命型シリーズ」では、業界初
の電解コンデンサーレスで電源寿命8万時間を実現。また「L-eeDo ステップ調光
シリーズ」では、4段階のステップ調
光でムダな電力をカットしながら利
用シーンに合わせて最適な明るさへ
調整が可能など、いずれも人に優し
く環境性能にも優れた商品となって
います。

省エネで人と環境にも優しい
LED照明の新シリーズが登場

TOPICS

新たに販売を開始した「アドマッチョ」は、ホームページの作成から運用、集客まで
をワンストップで導入できるソフト面のサービスです。広告運用の最適化／ページ
の最適化／データ分析を活用した
マーケティングなど、中小企業が不
得手としている部分を支援できるの
が特徴で、これらのノウハウを集積し
て提供しています。

中小企業や店舗のホームページ運用を支援する
「アドマッチョ」の販売を開始

http://www.ad-maccho.com/

本年9月末を基準日として普通株式1株につき3株の割合にて株式分割
を実施し、2016年3月期の期末配当予想を1株当たり14円といたしまし
た。これは株式分割前1株当たり期末配当金に換算すると42円になり、実
質2円の増配となる予定です。

機動的な資本政策の実施および株主様への利益還元を目的として、上
限取得株式数を20万株とする自己株式の取得を2015年8月27日より開
始しました。9月16日 に 全20万 株 の 取 得 が 完 了し、取 得 総 額 は
433,278,700円になりましたことをご報告いたします。

普通株式1株につき3株の割合の
株式分割を実施

自己株式20万株を取得
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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

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。

ホームページが新しくなりました

■ コーポレートサイト
www.ftgroup.co.jp/

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

コーポレートデータ（2015年9月30日現在）

所有者別株式分布状況

外国人（488,600株）4.08%証券会社（79,844株）0.67%

自己名義株式（394,728株）3.29%金融機関（367,800株）3.07%

その他国内法人
（6,190,200株）51.66%

個人・その他
（4,461,628株）37.23%

会社概要
会社名 株式会社エフティグループ
設立 1985（昭和60）年8月１日
資本金 1,321百万円

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 1,520名[156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。

代 表 取 締 役 会 長 畔柳　誠 社 外 取 締 役 大塚　隆直
代 表 取 締 役 社 長 石田　誠 常 勤 監 査 役 小檜山　義男
取 締 役 清水　直也 社 外 監 査 役 半田　茂
取 締 役 原　宏樹 社 外 監 査 役 隈部　泰正
取 締 役 重川　晴彦
取 締 役 山本　博之
取 締 役 島田　理廣

取締役および監査役　　　　　　

株式の状況
発行可能株式総数 46,000,000 株
発行済株式総数 11,982,800 株
株主数 3,254 名

大株主
株主名 持株数（株） 所有割合（％）

株式会社光通信 4,580,000 38.22
株式会社ハローコミュニケーションズ 1,290,000 10.77 
畔柳　誠 1,219,500 10.18 
自己株式 394,728 3.29 
エフティグループ従業員持株会 225,900 1.89 
平﨑　敏之 179,400 1.50 

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.ftgroup.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。
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