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新たなユーザーメリットの創出へ

電力小売事業に参入!
　2016年9月、当社連結子会社の株式会社エフティエナ
ジーは小売電気事業者の登録を受け電力小売事業に参入
しました。
　中小企業・個人事業主のお客様を対象に、ＬＥＤ照明等
の省エネルギー商品やOA機器等との「セットプラン」で
低料金の電力を提供することで、他にない高いユーザー
メリットを創出します。また、個人のお客様向け光コラボ
レーションサービス「ひかり速トク」においても「セットプ
ラン」を展開していきます。

さまざまな省エネルギーサービスと組み合わせることで
付加価値の高いサービスをご提供

他商品を同時にご契約いただくと、
さらに「セット割引」をご提供※

従量電灯料金

電力

詳細は中面へ

新商品については中面へ

基本料金を
一律割引※ ＋

サービスユーザーである法人・個人のお客様に
「セットプラン」で低料金の電力を提供

ビジネスホン

サーバー・UTMLED照明 Webサイト制作

※単月
2016年3月期（実績）

■ 新たなストック　
■ 既存のストック
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3億
2,900万円
3億
2,900万円

5億
2,900万円
5億
2,900万円

10億円ストック（月額）粗利益計画

既存ストック
光コラボに注力

新たなストック
電力小売事業、節水装置「JET」へ注力

新たなストック収益の積み上げ
CHECK POINT!

中期ストック計画

　当社グループは、持続的・安定的な成長を
実現すべく、100億円のストック収益確保を目
指しています。従来のストック商品である光コ
ラボレーションサービス「ひかり速トク」「ＦＴ
光」、ISPサービス「アイエフネット」、OAカウン
ターサービス、定額保守サービス等に加え、
当期からは電力サービス「ＦＴでんき」、節水装
置「JET」が新たに商品ラインアップに加わり
ました。今後も引き続きストック収益の積み上
げに努めます。

　経営環境の変化に対応した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、当期は二
度にわたり自己株式の取得を実施しました。

自己株式の取得 配当金・配当性向

2016年5月12日 自己株式買取決議 7月7日完了
取得株式数 753,700株
取得総額 599,927,600円

2016年8月10日 自己株式買取決議 実行中
取得株式数 720,000株
取得総額 600,000,000円
取得期間 2016年8月12日〜12月22日
取得後保有
自己株式数

3,057,964株
（発行済株式数の8.4%）

取得した自己株式の累計（2016年11月1日現在）
取得株式数 321,600株
取得総額 276,647,700円

株主還元
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分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

1株当たり配当金・配当性向

配当金 4円増配の28円
配当性向 30％以上

光コラボ 節水装置「JET」 クラウドカメラ

電力サービス 電力サービス

ISPサービス

OAカウンター
サービス

定額保守
サービス

ひかり速トク保有回線数ひかり速トク保有回線数
（回線）（回線）

2016.3期
（実績）

2017.3期 2Q
（実績）

2017.3期
（計画）

2018.3期
（計画）

170,000170,000

110,000110,000
72,13972,13950,22550,225

光コラボ獲得計画

連結決算ダイジェスト 

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。

NETWORK ネットワーク
全国43拠点のネットワークに加え、
海外にもタイ、フィリピンに拠点を構え
グローバルに展開しています。

●本社（中央区）
●つくばビジネスサポートセンター
●株式会社アレクソン（大阪）
●株式会社アローズコーポレーション（大阪）
●法人事業／コンシューマ事業営業所・営業部
●ドコモショップ
●コールセンター

FTGroup (Philippines),Inc.

FTGroup (Thailand)Co.,Ltd.

その他

その他

OA器機

010_0737901602812.indd   1-3 2016/11/24   16:10:17



活動レビュー
REVIEW OF ACTIVIT IES

新型節水装置「JET」を販売する
エコテクソリューション株式会社を子会社化
　2016年9月、節水装置「JET」のメーカーであるエコテクソ
リューションの株式を取得し、連結子会社化しました。当社グ
ループの環境関連事業強化の方針に基づいて、エコテクソリ
ューションの省エネルギーサービスを提供していくことが目的
です。
　節水装置「JET」は、外気で水圧を上げる新しいタイプの節
水装置です。使用感を変えずに水量を30％抑え、水道代を大
幅に削減できるため、水の使用量が多い飲食店やフィットネス
クラブなどへの導入が期待できます。エコテクソリューションは、

「JET」の開発元として代理店向けの卸売を展開しており、これ
までに累計約10万個の販売実績があります。
　当社グループは、エコテクソリューションの節水コンサルティ
ングノウハウをもとに、水道代削減額から「JET」のレンタル料
を受け取る形でお客様と長期契約を結び、ストック収益を積み
上げていきます。

低圧市場は7.5兆円の日本最大のメガマーケット
■ 特別高圧
■ 高圧
■ 低圧
■ 電灯（従量）

電灯（従量）は全体の90%

株式会社エフティエナジーによる
電力販売を開始
　段階的に進められていた電力小売自由化は、2016年4月よ
り一般家庭や個人商店などを対象とする低圧市場が開放され
ました。低圧市場は、電力市場全体の約4割にあたる7.5兆円
のメガマーケットですので大規模な需要が見込まれます。
　当社グループは、小売電気事業者の登録を受けたエフティ
エナジーを通じて、法人顧客10万件・コンシューマ顧客8万件
から案内を開始します。さらに主力商品とのセット販売でお客
様にメリットがある提案を行い、グループ全体の収益力向上・
ストック収益の拡大につなげていきます。

ビジネスイメージ

現在の
水道代
現在の
水道代

導入後の
水道代
導入後の
水道代

削減削減
レンタル代

削減額の中から
レンタル料をいただき
長期的に契約

で、当社の将来に向けたストック新商品として大きく期待

できます。

　そして、環境関連事業においては、10月に連結グルー

プ入りした株式会社アローズコーポレーションで、太陽光

発電設備・蓄電池を拡販していきます。厳しいと云われて

いる事業環境だからこそ逆に営業力が武器になると考えて

います。

　当社グループは、これらの取り組みを通じて下半期は当

初予想通り推移する予定です。通期業績については、上

半期の未達成分を考慮し、売上高400億円（前期比7.5％

増）、営業利益49億円（同0.5％増）、経常利益48億50

百万円（同0.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

27億円（同8.2％減）の達成を目指してまいります。

株主の皆様への
メッセージをお願いします。Q

　このたびの中間配当については、上半期の四半期純利

益が業績予想を下回ったものの、株主還元の基本方針であ

る安定配当の維持を重視し、予定通り1株当たり14円とさ

せていただきました。期末配当についても同額の実施を予

定し、年間配当額は同28円となる見込みです。自己株式

の取得についても適宜実施し、株主の皆様への利益還元を

最重要経営課題の一つと考えて事業展開してまいります。

　株主の皆様におかれましては、当社グループ事業の未

来における発展と飛躍にご期待いただき、これからも長期

的なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新商品でストック収益の積み上げを加速し、
持続的・安定的な成長を実現。

トップメッセージ

代表取締役会長　畔
く ろ

 柳
やなぎ

　誠
まこと

TOP MESSAGE

上半期の営業活動と業績について
ご説明願います。Q

　上半期は、法人事業においてＬＥＤ照明を中心とする環

境関連商品、ビジネスホン・セキュリティサーバ等の情報

通信機器の販売が好調に推移しました。コンシューマ事業

においても「ひかり速トク」の拡販により、売上高が大幅

に増加しました。

　しかしながら、法人事業の新規営業強化に伴う生産性の

低下や、ＯＡ機器の仕入先コミッション低下等により、売上

および利益が計画値に届きませんでした。結果として上半

期の連結業績は、前年同期を上回る売上高を確保しました

が、利益面は減益となりました。

下半期からの展開と
通期の見通しをお聞かせください。Q

　まず、今年入社した新卒社員199名の戦力化が見込めま

す。過去最大の採用でしたので上半期に若干生産性が低下

しましたが、下半期には教育が進み生産性が向上する予定

です。8月に実施した地域分社化の効果もあり、さらに電

力サービスとのセットプラン等ユーザーメリットのある商品

の投入、株式会社コーウェルとの資本業務提携によるLED

照明の商品ラインアップ拡充等、様々な材料があります。

　海外事業の強化も成長戦略の一つです。8月に出資した

レカム株式会社の中国子会社を通じて中国における販路が

できました。またASEAN地域においてはフィリピン子会

社FTGroup (Phil ippines), Inc.が本格稼働し、タイ

に続いて収益向上に貢献していくものと考えています。

　また、9月にエコテクソリューション株式会社が連結グ

ループ入りし、節水装置「JET」を法人事業、コンシュー

マ事業両方で拡販していきます。お客様の水道代金が削

減され削減額の中からレンタル代金が賄える商品ですの

レカム株式会社の中国子会社に出資
さらなる海外展開
　2016年8月にLED照明販売の協業先であるレ
カムの中国子会社、レカムビジネスソリューションズ

（大連）有限公司の出資持分4.0％を取得しました。
この関係構築を通じてLED照明の供給支援を行
い、中国での販売ルートを確保します。
　当社グループの海外事業は、タイ王国とフィリピ
ン共和国で現地子会社によるLED照明販売を開始
しております。今後、レカムとは日本国内のみなら
ず海外事業でも協業し、双方の環境関連事業の拡
大を図ってまいります。

株式会社トップマークスとの共同出資により
株式会社リアンを設立、営業を開始
　トップマークスと合弁設立したリアンが2016年9月、LED照明
など環境関連商品の販売を開始しました。当社の法人事業のノウ
ハウを提供することでリアンが新たなパートナー企業となります
ので、当社取扱商品の拡販に繋がります。さらにトップマークス
が有する代理店網に対し積極的に販売展開することにより当社グ
ループの業容拡大に繋がります。

株式会社コーウェルとの提携により
LED照明のラインアップ拡充
　2016年9月、コーウェルとの資本業務提携を締結し、同社株式
の2.54％を取得しました。コーウェルは、多種多様なLED照明を
商品ラインアップとして保有し、独自のレンタルサービスで販売
展開しています。本件提携により、当社がコーウェルの強みであ
る店舗装飾用のLED照明を商品ラインアップに加え、提案の幅を
拡げるとともに、両社が持つ販売網を通してLED照明販売を相互
支援していく予定です。

直管型・水銀灯型LED照明を累計250万本販売
エフティグループ

コーウェル
ダウンライトLED照明など店舗装飾用の
多種多様な商品ラインアップを保有

＋

2003年3月 電力小売自由化スタート
大規模工事やデパート、オフィスなど特別高圧

2004年4月-2005年4月 自由化領域拡大
中小ビルや中小規模工事など高圧

2016年4月 全面自由化
一般家庭や個人商店など低圧
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1,6301,630 1,7621,762

4,486 4,538
4,873 4,835

2,0712,071 2,1172,117 1,8661,866 1,8171,817

前年同期比
13.6％減
前年同期比
13.6％減

前年同期比
15.5％減
前年同期比
15.5％減

2,1602,160 2,1492,149

営業利益／経常利益� （百万円）

※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。分割前の1株当たり四半期（当期）純利益につきましては比較しやすいように分割後の金額に調整しております。

17,054
19,554

21,241
■ 総資産　■ 純資産

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期
第2四半期末

8,7848,784
10,87110,871

12,38912,389

20,18620,186

11,92711,927

総資産／純資産� （百万円）

49.3
53.5 56.6 57.3

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期
第2四半期末

自己資本比率� （%）

安全性指標

77.44 78.89
84.10 予想

79.36

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期

■ 上半期  ■ 通期

28.4828.48
38.1438.1437.4737.47

29.3129.31

1株当たり四半期（当期）純利益� （円）

1株当たり指標

新たなユーザーメリットの創出へ

電力小売事業に参入!
　2016年9月、当社連結子会社の株式会社エフティエナ
ジーは小売電気事業者の登録を受け電力小売事業に参入
しました。
　中小企業・個人事業主のお客様を対象に、ＬＥＤ照明等
の省エネルギー商品やOA機器等との「セットプラン」で
低料金の電力を提供することで、他にない高いユーザー
メリットを創出します。また、個人のお客様向け光コラボ
レーションサービス「ひかり速トク」においても「セットプ
ラン」を展開していきます。

さまざまな省エネルギーサービスと組み合わせることで
付加価値の高いサービスをご提供

他商品を同時にご契約いただくと、
さらに「セット割引」をご提供※

従量電灯料金

電力

詳細は中面へ

新商品については中面へ

基本料金を
一律割引※ ＋

サービスユーザーである法人・個人のお客様に
「セットプラン」で低料金の電力を提供

ビジネスホン

サーバー・UTMLED照明 Webサイト制作

※単月
2016年3月期（実績）

■ 新たなストック　
■ 既存のストック

2017年3月期（予想） 2018年3月期（予想） 2019年3月期（予想）

2億
2,900万円
2億
2,900万円

 

2億
6,800万円
2億
6,800万円

3億
2,900万円
3億
2,900万円

5億
2,900万円
5億
2,900万円

10億円ストック（月額）粗利益計画

既存ストック
光コラボに注力

新たなストック
電力小売事業、節水装置「JET」へ注力

新たなストック収益の積み上げ
CHECK POINT!

中期ストック計画

　当社グループは、持続的・安定的な成長を
実現すべく、100億円のストック収益確保を目
指しています。従来のストック商品である光コ
ラボレーションサービス「ひかり速トク」「ＦＴ
光」、ISPサービス「アイエフネット」、OAカウン
ターサービス、定額保守サービス等に加え、
当期からは電力サービス「ＦＴでんき」、節水装
置「JET」が新たに商品ラインアップに加わり
ました。今後も引き続きストック収益の積み上
げに努めます。

　経営環境の変化に対応した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、当期は二
度にわたり自己株式の取得を実施しました。

自己株式の取得 配当金・配当性向

2016年5月12日 自己株式買取決議 7月7日完了
取得株式数 753,700株
取得総額 599,927,600円

2016年8月10日 自己株式買取決議 実行中
取得株式数 720,000株
取得総額 600,000,000円
取得期間 2016年8月12日〜12月22日
取得後保有
自己株式数

3,057,964株
（発行済株式数の8.4%）

取得した自己株式の累計（2016年11月1日現在）
取得株式数 321,600株
取得総額 276,647,700円

株主還元

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期2013年3月期2012年3月期 2017年3月期

■ 第2四半期末
■ 期末

（円）

1
3 6

3

予想
14

14
1010

1413

10

6

分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

1株当たり配当金・配当性向

配当金 4円増配の28円
配当性向 30％以上

光コラボ 節水装置「JET」 クラウドカメラ

電力サービス 電力サービス

ISPサービス

OAカウンター
サービス

定額保守
サービス

ひかり速トク保有回線数ひかり速トク保有回線数
（回線）（回線）

2016.3期
（実績）

2017.3期 2Q
（実績）

2017.3期
（計画）

2018.3期
（計画）

170,000170,000

110,000110,000
72,13972,13950,22550,225

光コラボ獲得計画

連結決算ダイジェスト 

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。

NETWORK ネットワーク
全国43拠点のネットワークに加え、
海外にもタイ、フィリピンに拠点を構え
グローバルに展開しています。

●本社（中央区）
●つくばビジネスサポートセンター
●株式会社アレクソン（大阪）
●株式会社アローズコーポレーション（大阪）
●法人事業／コンシューマ事業営業所・営業部
●ドコモショップ
●コールセンター

FTGroup (Philippines),Inc.

FTGroup (Thailand)Co.,Ltd.

その他

その他

OA器機
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活動レビュー
REVIEW OF ACTIVIT IES

新型節水装置「JET」を販売する
エコテクソリューション株式会社を子会社化
　2016年9月、節水装置「JET」のメーカーであるエコテクソ
リューションの株式を取得し、連結子会社化しました。当社グ
ループの環境関連事業強化の方針に基づいて、エコテクソリ
ューションの省エネルギーサービスを提供していくことが目的
です。
　節水装置「JET」は、外気で水圧を上げる新しいタイプの節
水装置です。使用感を変えずに水量を30％抑え、水道代を大
幅に削減できるため、水の使用量が多い飲食店やフィットネス
クラブなどへの導入が期待できます。エコテクソリューションは、

「JET」の開発元として代理店向けの卸売を展開しており、これ
までに累計約10万個の販売実績があります。
　当社グループは、エコテクソリューションの節水コンサルティ
ングノウハウをもとに、水道代削減額から「JET」のレンタル料
を受け取る形でお客様と長期契約を結び、ストック収益を積み
上げていきます。

低圧市場は7.5兆円の日本最大のメガマーケット
■ 特別高圧
■ 高圧
■ 低圧
■ 電灯（従量）

電灯（従量）は全体の90%

株式会社エフティエナジーによる
電力販売を開始
　段階的に進められていた電力小売自由化は、2016年4月よ
り一般家庭や個人商店などを対象とする低圧市場が開放され
ました。低圧市場は、電力市場全体の約4割にあたる7.5兆円
のメガマーケットですので大規模な需要が見込まれます。
　当社グループは、小売電気事業者の登録を受けたエフティ
エナジーを通じて、法人顧客10万件・コンシューマ顧客8万件
から案内を開始します。さらに主力商品とのセット販売でお客
様にメリットがある提案を行い、グループ全体の収益力向上・
ストック収益の拡大につなげていきます。

ビジネスイメージ

現在の
水道代
現在の
水道代

導入後の
水道代
導入後の
水道代

削減削減
レンタル代

削減額の中から
レンタル料をいただき
長期的に契約

で、当社の将来に向けたストック新商品として大きく期待

できます。

　そして、環境関連事業においては、10月に連結グルー

プ入りした株式会社アローズコーポレーションで、太陽光

発電設備・蓄電池を拡販していきます。厳しいと云われて

いる事業環境だからこそ逆に営業力が武器になると考えて

います。

　当社グループは、これらの取り組みを通じて下半期は当

初予想通り推移する予定です。通期業績については、上

半期の未達成分を考慮し、売上高400億円（前期比7.5％

増）、営業利益49億円（同0.5％増）、経常利益48億50

百万円（同0.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

27億円（同8.2％減）の達成を目指してまいります。

株主の皆様への
メッセージをお願いします。Q

　このたびの中間配当については、上半期の四半期純利

益が業績予想を下回ったものの、株主還元の基本方針であ

る安定配当の維持を重視し、予定通り1株当たり14円とさ

せていただきました。期末配当についても同額の実施を予

定し、年間配当額は同28円となる見込みです。自己株式

の取得についても適宜実施し、株主の皆様への利益還元を

最重要経営課題の一つと考えて事業展開してまいります。

　株主の皆様におかれましては、当社グループ事業の未

来における発展と飛躍にご期待いただき、これからも長期

的なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新商品でストック収益の積み上げを加速し、
持続的・安定的な成長を実現。

トップメッセージ

代表取締役会長　畔
く ろ

 柳
やなぎ

　誠
まこと

TOP MESSAGE

上半期の営業活動と業績について
ご説明願います。Q

　上半期は、法人事業においてＬＥＤ照明を中心とする環

境関連商品、ビジネスホン・セキュリティサーバ等の情報

通信機器の販売が好調に推移しました。コンシューマ事業

においても「ひかり速トク」の拡販により、売上高が大幅

に増加しました。

　しかしながら、法人事業の新規営業強化に伴う生産性の

低下や、ＯＡ機器の仕入先コミッション低下等により、売上

および利益が計画値に届きませんでした。結果として上半

期の連結業績は、前年同期を上回る売上高を確保しました

が、利益面は減益となりました。

下半期からの展開と
通期の見通しをお聞かせください。Q

　まず、今年入社した新卒社員199名の戦力化が見込めま

す。過去最大の採用でしたので上半期に若干生産性が低下

しましたが、下半期には教育が進み生産性が向上する予定

です。8月に実施した地域分社化の効果もあり、さらに電

力サービスとのセットプラン等ユーザーメリットのある商品

の投入、株式会社コーウェルとの資本業務提携によるLED

照明の商品ラインアップ拡充等、様々な材料があります。

　海外事業の強化も成長戦略の一つです。8月に出資した

レカム株式会社の中国子会社を通じて中国における販路が

できました。またASEAN地域においてはフィリピン子会

社FTGroup (Phil ippines), Inc.が本格稼働し、タイ

に続いて収益向上に貢献していくものと考えています。

　また、9月にエコテクソリューション株式会社が連結グ

ループ入りし、節水装置「JET」を法人事業、コンシュー

マ事業両方で拡販していきます。お客様の水道代金が削

減され削減額の中からレンタル代金が賄える商品ですの

レカム株式会社の中国子会社に出資
さらなる海外展開
　2016年8月にLED照明販売の協業先であるレ
カムの中国子会社、レカムビジネスソリューションズ

（大連）有限公司の出資持分4.0％を取得しました。
この関係構築を通じてLED照明の供給支援を行
い、中国での販売ルートを確保します。
　当社グループの海外事業は、タイ王国とフィリピ
ン共和国で現地子会社によるLED照明販売を開始
しております。今後、レカムとは日本国内のみなら
ず海外事業でも協業し、双方の環境関連事業の拡
大を図ってまいります。

株式会社トップマークスとの共同出資により
株式会社リアンを設立、営業を開始
　トップマークスと合弁設立したリアンが2016年9月、LED照明
など環境関連商品の販売を開始しました。当社の法人事業のノウ
ハウを提供することでリアンが新たなパートナー企業となります
ので、当社取扱商品の拡販に繋がります。さらにトップマークス
が有する代理店網に対し積極的に販売展開することにより当社グ
ループの業容拡大に繋がります。

株式会社コーウェルとの提携により
LED照明のラインアップ拡充
　2016年9月、コーウェルとの資本業務提携を締結し、同社株式
の2.54％を取得しました。コーウェルは、多種多様なLED照明を
商品ラインアップとして保有し、独自のレンタルサービスで販売
展開しています。本件提携により、当社がコーウェルの強みであ
る店舗装飾用のLED照明を商品ラインアップに加え、提案の幅を
拡げるとともに、両社が持つ販売網を通してLED照明販売を相互
支援していく予定です。

直管型・水銀灯型LED照明を累計250万本販売
エフティグループ

コーウェル
ダウンライトLED照明など店舗装飾用の
多種多様な商品ラインアップを保有

＋

2003年3月 電力小売自由化スタート
大規模工事やデパート、オフィスなど特別高圧

2004年4月-2005年4月 自由化領域拡大
中小ビルや中小規模工事など高圧

2016年4月 全面自由化
一般家庭や個人商店など低圧
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できます。

　そして、環境関連事業においては、10月に連結グルー

プ入りした株式会社アローズコーポレーションで、太陽光

発電設備・蓄電池を拡販していきます。厳しいと云われて

いる事業環境だからこそ逆に営業力が武器になると考えて

います。

　当社グループは、これらの取り組みを通じて下半期は当

初予想通り推移する予定です。通期業績については、上

半期の未達成分を考慮し、売上高400億円（前期比7.5％

増）、営業利益49億円（同0.5％増）、経常利益48億50

百万円（同0.3％増）、親会社株主に帰属する当期純利益

27億円（同8.2％減）の達成を目指してまいります。

株主の皆様への
メッセージをお願いします。Q

　このたびの中間配当については、上半期の四半期純利

益が業績予想を下回ったものの、株主還元の基本方針であ

る安定配当の維持を重視し、予定通り1株当たり14円とさ

せていただきました。期末配当についても同額の実施を予

定し、年間配当額は同28円となる見込みです。自己株式

の取得についても適宜実施し、株主の皆様への利益還元を

最重要経営課題の一つと考えて事業展開してまいります。

　株主の皆様におかれましては、当社グループ事業の未

来における発展と飛躍にご期待いただき、これからも長期

的なご支援を賜りますようお願い申し上げます。

新商品でストック収益の積み上げを加速し、
持続的・安定的な成長を実現。

トップメッセージ

代表取締役会長　畔
く ろ

 柳
やなぎ

　誠
まこと

TOP MESSAGE

上半期の営業活動と業績について
ご説明願います。Q

　上半期は、法人事業においてＬＥＤ照明を中心とする環

境関連商品、ビジネスホン・セキュリティサーバ等の情報

通信機器の販売が好調に推移しました。コンシューマ事業

においても「ひかり速トク」の拡販により、売上高が大幅

に増加しました。

　しかしながら、法人事業の新規営業強化に伴う生産性の

低下や、ＯＡ機器の仕入先コミッション低下等により、売上

および利益が計画値に届きませんでした。結果として上半

期の連結業績は、前年同期を上回る売上高を確保しました

が、利益面は減益となりました。

下半期からの展開と
通期の見通しをお聞かせください。Q

　まず、今年入社した新卒社員199名の戦力化が見込めま

す。過去最大の採用でしたので上半期に若干生産性が低下

しましたが、下半期には教育が進み生産性が向上する予定

です。8月に実施した地域分社化の効果もあり、さらに電

力サービスとのセットプラン等ユーザーメリットのある商品

の投入、株式会社コーウェルとの資本業務提携によるLED

照明の商品ラインアップ拡充等、様々な材料があります。

　海外事業の強化も成長戦略の一つです。8月に出資した

レカム株式会社の中国子会社を通じて中国における販路が

できました。またASEAN地域においてはフィリピン子会

社FTGroup (Phil ippines), Inc.が本格稼働し、タイ

に続いて収益向上に貢献していくものと考えています。

　また、9月にエコテクソリューション株式会社が連結グ

ループ入りし、節水装置「JET」を法人事業、コンシュー

マ事業両方で拡販していきます。お客様の水道代金が削

減され削減額の中からレンタル代金が賄える商品ですの

レカム株式会社の中国子会社に出資
さらなる海外展開
　2016年8月にLED照明販売の協業先であるレ
カムの中国子会社、レカムビジネスソリューションズ

（大連）有限公司の出資持分4.0％を取得しました。
この関係構築を通じてLED照明の供給支援を行
い、中国での販売ルートを確保します。
　当社グループの海外事業は、タイ王国とフィリピ
ン共和国で現地子会社によるLED照明販売を開始
しております。今後、レカムとは日本国内のみなら
ず海外事業でも協業し、双方の環境関連事業の拡
大を図ってまいります。

株式会社トップマークスとの共同出資により
株式会社リアンを設立、営業を開始
　トップマークスと合弁設立したリアンが2016年9月、LED照明
など環境関連商品の販売を開始しました。当社の法人事業のノウ
ハウを提供することでリアンが新たなパートナー企業となります
ので、当社取扱商品の拡販に繋がります。さらにトップマークス
が有する代理店網に対し積極的に販売展開することにより当社グ
ループの業容拡大に繋がります。

株式会社コーウェルとの提携により
LED照明のラインアップ拡充
　2016年9月、コーウェルとの資本業務提携を締結し、同社株式
の2.54％を取得しました。コーウェルは、多種多様なLED照明を
商品ラインアップとして保有し、独自のレンタルサービスで販売
展開しています。本件提携により、当社がコーウェルの強みであ
る店舗装飾用のLED照明を商品ラインアップに加え、提案の幅を
拡げるとともに、両社が持つ販売網を通してLED照明販売を相互
支援していく予定です。

直管型・水銀灯型LED照明を累計250万本販売
エフティグループ

コーウェル
ダウンライトLED照明など店舗装飾用の
多種多様な商品ラインアップを保有

＋

2003年3月 電力小売自由化スタート
大規模工事やデパート、オフィスなど特別高圧

2004年4月-2005年4月 自由化領域拡大
中小ビルや中小規模工事など高圧

2016年4月 全面自由化
一般家庭や個人商店など低圧
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第32期 上半期報告書
2016年4月1日から2016年9月30日まで

オ フ ィ ス と 生 活 に、 新 た な 未 来 を。

証券コード：2763

〒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 ※ 電力の使用状況により、割引できない場合があります。

FINANCIAL HIGHLIGHTS
OUR SHAREHOLDERS 

ONLY FREE

C O N T E N T S
トップメッセージ
持続的・安定的な成長へ向けて
活動レビュー
新たな省エネサービス
電力小売事業
節水装置「JET」

 セットプラン

35,837 34,942 37,214

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期

予想
40,000

18,88018,880 17,15117,151 17,19417,194 18,46218,462

■ 上半期  ■ 通期

前年同期比
7.4％増
前年同期比
7.4％増

売上高� （百万円）

2,654 2,770 2,940 予想
2,700

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期

996996
1,3141,314 1,3441,344

969969

■ 上半期  ■ 通期

前年同期比
27.9％減
前年同期比
27.9％減

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益�（百万円）

売上高／利益

予想
4,900

予想
4,850

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期

営業利益  ■ 上半期  ■ 通期
経常利益  ■ 上半期  ■ 通期

4,056 4,113

1,6301,630 1,7621,762

4,486 4,538
4,873 4,835

2,0712,071 2,1172,117 1,8661,866 1,8171,817

前年同期比
13.6％減
前年同期比
13.6％減

前年同期比
15.5％減
前年同期比
15.5％減

2,1602,160 2,1492,149

営業利益／経常利益� （百万円）

※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。分割前の1株当たり四半期（当期）純利益につきましては比較しやすいように分割後の金額に調整しております。

17,054
19,554

21,241
■ 総資産　■ 純資産

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期
第2四半期末

8,7848,784
10,87110,871

12,38912,389

20,18620,186

11,92711,927

総資産／純資産� （百万円）

49.3
53.5 56.6 57.3

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期
第2四半期末

自己資本比率� （%）

安全性指標

77.44 78.89
84.10 予想

79.36

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期 2017年3月期

■ 上半期  ■ 通期

28.4828.48
38.1438.1437.4737.47

29.3129.31

1株当たり四半期（当期）純利益� （円）

1株当たり指標

新たなユーザーメリットの創出へ

電力小売事業に参入!
　2016年9月、当社連結子会社の株式会社エフティエナ
ジーは小売電気事業者の登録を受け電力小売事業に参入
しました。
　中小企業・個人事業主のお客様を対象に、ＬＥＤ照明等
の省エネルギー商品やOA機器等との「セットプラン」で
低料金の電力を提供することで、他にない高いユーザー
メリットを創出します。また、個人のお客様向け光コラボ
レーションサービス「ひかり速トク」においても「セットプ
ラン」を展開していきます。

さまざまな省エネルギーサービスと組み合わせることで
付加価値の高いサービスをご提供

他商品を同時にご契約いただくと、
さらに「セット割引」をご提供※

従量電灯料金

電力

詳細は中面へ

新商品については中面へ

基本料金を
一律割引※ ＋

サービスユーザーである法人・個人のお客様に
「セットプラン」で低料金の電力を提供

ビジネスホン

サーバー・UTMLED照明 Webサイト制作

※単月
2016年3月期（実績）

■ 新たなストック　
■ 既存のストック

2017年3月期（予想） 2018年3月期（予想） 2019年3月期（予想）

2億
2,900万円
2億
2,900万円

 

2億
6,800万円
2億
6,800万円

3億
2,900万円
3億
2,900万円

5億
2,900万円
5億
2,900万円

10億円ストック（月額）粗利益計画

既存ストック
光コラボに注力

新たなストック
電力小売事業、節水装置「JET」へ注力

新たなストック収益の積み上げ
CHECK POINT!

中期ストック計画

　当社グループは、持続的・安定的な成長を
実現すべく、100億円のストック収益確保を目
指しています。従来のストック商品である光コ
ラボレーションサービス「ひかり速トク」「ＦＴ
光」、ISPサービス「アイエフネット」、OAカウン
ターサービス、定額保守サービス等に加え、
当期からは電力サービス「ＦＴでんき」、節水装
置「JET」が新たに商品ラインアップに加わり
ました。今後も引き続きストック収益の積み上
げに努めます。

　経営環境の変化に対応した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、当期は二
度にわたり自己株式の取得を実施しました。

自己株式の取得 配当金・配当性向

2016年5月12日 自己株式買取決議 7月7日完了
取得株式数 753,700株
取得総額 599,927,600円

2016年8月10日 自己株式買取決議 実行中
取得株式数 720,000株
取得総額 600,000,000円
取得期間 2016年8月12日〜12月22日
取得後保有
自己株式数

3,057,964株
（発行済株式数の8.4%）

取得した自己株式の累計（2016年11月1日現在）
取得株式数 321,600株
取得総額 276,647,700円

株主還元

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期2013年3月期2012年3月期 2017年3月期

■ 第2四半期末
■ 期末

（円）

1
3 6

3

予想
14

14
1010

1413

10

6

分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

分割後に換算
2015年10 月
1株→3株に株式分割

1株当たり配当金・配当性向

配当金 4円増配の28円
配当性向 30％以上

光コラボ 節水装置「JET」 クラウドカメラ

電力サービス 電力サービス

ISPサービス

OAカウンター
サービス

定額保守
サービス

ひかり速トク保有回線数ひかり速トク保有回線数
（回線）（回線）

2016.3期
（実績）

2017.3期 2Q
（実績）

2017.3期
（計画）

2018.3期
（計画）

170,000170,000

110,000110,000
72,13972,13950,22550,225

光コラボ獲得計画

連結決算ダイジェスト 

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。

NETWORK ネットワーク
全国43拠点のネットワークに加え、
海外にもタイ、フィリピンに拠点を構え
グローバルに展開しています。

●本社（中央区）
●つくばビジネスサポートセンター
●株式会社アレクソン（大阪）
●株式会社アローズコーポレーション（大阪）
●法人事業／コンシューマ事業営業所・営業部
●ドコモショップ
●コールセンター

FTGroup (Philippines),Inc.

FTGroup (Thailand)Co.,Ltd.

その他

その他

OA器機
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