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　上半期は、法人事業において営業活動にかかわる業務改善
の実施により第1四半期に一時的に売上高が低下しましたが、
第2四半期は前年を上回る結果となりました。コンシューマ事
業においては、インターネット回線「ひかり速トク」のストックが
積み上がり営業利益の黒字化を果たしました。全社上半期の
業績は、売上高は前年対比増、営業利益・経常利益は前年対比

　当社は配当について、親会社株主に帰属する当期純利益に対す
る配当性向50％を目途に、将来の事業展開等を総合的に考慮し、
決定することを基本方針としています。この方針に基づき、今回
の上半期末配当は、予定通り1株当たり20円とさせていただきま
した。期末配当については、引き続き同20円を予定し、年間配当
額はあわせて同40円（前期比6円増配）となる見込みです。
　株主還元の水準をさらに高めるべく、今後とも業績の向上に努
めてまいります。

減となりました。
　下半期は、事業の選択と集中を進め、環境関連・情報通信関
連ともに収益力を高めてまいります。さらに節水装置JETや電
力サービス等の拡販を行い、ストック収益の更なる積み上げに
注力し業績の向上に努めてまいります。

第33期 上半期報告書
2017年4月1日から2017年9月30日まで

インドネシア共和国営業開始
空調設備販売が好調
コンシューマ事業黒字化
強みを活かして次の成長へ

2018年3月期上半期 決算ハイライト

株主還元について
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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
■ 上半期末
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セグメント概況

水銀灯タイプＬＥＤ

LED蛍光灯ステップ調光システム

LED蛍光灯工事レスタイプ

ダウンライト

空調設備小売電気事業

節水装置ＪＥＴ

環境関連�省エネルギーサービス

当上半期のポイント
● 売上高137億円（前年同期比7.6％減）、セグメ

ント利益17.9億円（同14.7％減） 
● ＵＴＭ・セキュリティ系商品は順調に拡大、空調設

備等は前年同期比で大幅増 
● 営業活動にかかわる業務改善の実施により、第1

四半期の売上が減少
● 新規に組織編成した店舗向けソリューション営業

は生産性向上に至らず
● 節水装置「JET」のレンタル販売は順調、営業コ

ストが先行発生しストック拡大

通期の見通し
● 売上高280億円（前期比4.7％減）、セグメント利

益44億円（同2.3％減）を計画 
● 環境事業を再強化、空調設備はさらなる拡販に

向けて営業人員を拡充
● ASEAN地域では引き続きインドネシアのLED

照明販売、タイの空調設備販売を強化
● 好調のUTMとセキュリティカメラを引き続き拡

販、ビジネスホンではNTT新商品を販売開始

売上高 137億円（前年同期比7.6%減）　　セグメント利益 17.9億円（前年同期比14.7%減）

法 人 事 業

ORIGINAL CMS WEBサイト制作

クラウド型CMS

Ｗｅｂ関連サービス

ビジネスホン施工 太陽光発電設備施工LED照明施工

施工・保守サービス

情報通信サービス

複合機ＯＡ機器
ビジネスホン

サーバ ＵＴＭ
（統合脅威管理）

環境関連�
省エネルギーサービス

情報通信
サービス

Ｗｅｂ関連
サービス

空調設備等
環境

ビジネスホン等
通信

UTM・
セキュリティ系

OA機器 インターネット系節水装置JETLED照明

4,0014,001

2,982

360360

997

2,4082,408
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2,6112,611

3,060
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1,9361,936 1,920

178

（百万円）

法人事業 商品別売上高前年同期比
■ 2017.3期 上半期　　■ 2018.3期 上半期
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情報通信サービス 環境関連その他サービス

当上半期のポイント
● 売上高58.66億円（前年同期比54.8％増）、セグメント利益

1.25億円（前年同期比2.92億円増加） 
● 「ひかり速トク」はストックサービスとして約79,000回線を保

有し黒字化に寄与
● 前期後半に子会社化したアローズコーポレーションの業績が

加わり、大幅増収

通期の見通し
● 売上高120億円（前期比13.8％増）、セグメント利益4億円（前

期比5.26億円増）を計画 
● 太陽光発電設備、蓄電池販売は大手企業とアライアンス展開、

年間売上42億円を計画
● 「ひかり速トク」は直販での新規獲得の停止により獲得コストが

減少し安定収益化

売上高 58.66億円（前年同期比54.8%増）　　セグメント利益 1.25億円（前年同期比2.92億円増）

節水装置「JET」
外気で水圧を上げる装置を設置し、水道代
を削減するサービス
削減の一部がレンタル代金

電力サービス
当社グループの電力サービス

「エフエネでんき」「ＦＴでんき」を通してグ
ループ顧客のトータルコストを削減

クラウド型CMS
クラウド型ＣＭＳサービス
ユーザーの目的に合わせたサイトを自動生
成するWEBジェネレーター機能搭載

ウォーター
サーバ

光通信グループ、ウォーターサーバ「プレミ
アムウォーター」

その他 本社に商品戦略セクションを設置しストック商品を開発

光コラボ
ＮＴＴ東日本・西日本が提供するインター
ネット回線の当社ブランド商品
法人向けは「ＦＴ光」

ＩＳＰサービス
インターネットプロバイダーサービス
ホスティングサービス
ＬＴＥサービス

ＯＡカウンター
サービス

販売したコピー機・複合機等のカウンター
サービス

定額保守
サービス

ビジネスホン・ＬＥＤ照明等、施工後の故障
等の対応を毎月定額で請負うサービス

その他 携帯電話キャリアからの継続手数料

コ ン シュ ー マ 事 業

FVNO
（仮想固定通信事業者）

インターネットサービス ドコモショップ蓄電池、太陽光発電設備

2017年3月
単月実績

2017年9月度

■ 新たなストック　
■ 既存のストック

（百万円）

2017年9月
単月実績

2018年3月（計画） 中期目標

月額ストック粗利益　

3億1百万円で着地

285285

 

301301

月額ストック粗利益額の推移

引き続きストック収益の積み上げに注力

　当社グループは、より持続的・安定的な成長を実現すべく、ストッ
ク収益の積み上げを目指しており、2017年9月度の単月ストック
粗利益で3億1百万円まで積み上がっております。今後も好調に推
移している節水装置「JET」のレンタル販売、電力サービス「エフエ
ネでんき」「FTでんき」の販売を行い、さらに新規ストック商品の開
発を行うことにより、中期目標に向けてストック収益を積み上げて
まいります。環境関連�

省エネルギーサービス
情報通信
サービス

Ｗｅｂ関連
サービス

CHECK POINT!

中期ストック計画
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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

会社情報  （2017年9月30日現在）

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。

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、インドネシアに拠点を構え
グローバルに展開しています。

●本社（中央区）
●ASEAN現地法人
●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.

PT FT Group Indonesia

（注） 当社は自己株式を3,057,964株保有しておりますが、上記大株主から除いております。
　　また、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

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 1,344百万円

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

（注）従業員数は、臨時従業員171名を含んでいます。

代 表取締役会長 畔柳　誠 常 勤 監 査 役 小檜山　義男

代 表取締役社長 石田　誠 社 外 監 査 役 半田　茂

取 締 役 清水　直也 社 外 監 査 役 隈部　泰正

取 締 役 原　宏樹

取 締 役 山本　博之

取 締 役 島田　理廣

取 締 役 小村　賢一

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 36,298,200 株

株主数 4,466 名

大株主
株主名 持株数（株） 所有割合（％）

株式会社光通信 13,740,000 37.85

株式会社ハローコミュニケーションズ 3,870,000 10.66

畔柳　誠 3,661,700 10.08

ＢＮＹ ＧＣＭ ＣＬＩＥＮＴ ＡＣＣＯＵＮＴ ＪＰＲＤ ＡＣ ＩＳＧ　（ＦＥ－ＡＣ） 601,900 1.65

日本トラスティ・サービス信託銀行 587,800 1.62

所有者別株式分布状況

外国人（1,774,006株）4.89%証券会社（68,137株）0.19%

自己名義株式（3,057,964株）8.42%金融機関（922,800株）2.54%

その他国内法人
（18,553,200株）51.11%

個人・その他
（11,922,093株）32.85%

010_0737901602912.indd   1 2017/11/20   20:20:45


