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　上半期は、法人事業においてUTM等セキュリティ系商品販売
が前年同期比145.7％、ビジネスホン販売が前年同期比140.8
％となり、売上高、営業利益、経常利益ともに前年同期比増とな
りました。また、国内及びASEAN地域で業務用エアコン販売が
好調に推移しました。コンシューマ事業においては、蓄電池の販
売が好調に推移したことや、インターネット回線「ひかり速トク」

のサービス利用料によるストック収益等により、営業利益が前年
同期比400.0％となりました。
　引き続き、環境省エネサービス・情報通信サービスともに収益
力を高めてまいります。拡大基調の空調機器に加えて、自社電
力サービス「エフエネでんき」「FTでんき」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向上に努めてまいります。

第34期 上半期報告書
2018年4月1日から2018年9月30日まで

前年同期比で増収増益を達成
ネットワークセキュリティが好調
小売電力が大幅増
中間配当3円増配で前期比5円アップ

2019年3月期上半期 決算ハイライト
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当社は配当について、配当性向50％を目途に決定することを基本方針としています。
また、株主還元として配当とともに自己株式の取得を適宜実施しております。株主還元について
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1株当たり配当金 過去５年間の自己株式の取得実施履歴

■ 上半期末　■ 期末

通期業績予想を上方修正：営業利益53億円→55億円、経常利益53億円→55億円、親会社株主に帰属する当期純利益31億円→33億円

決議 取得株式数 取得金額

2015年8月 600,000株 ４億３３百万円

2016年2月 400,000株 ２億６２百万円

2016年5月 753,700株 ５億９９百万円

2016年8月 720,000株 ５億５９百万円

2018年6月 507,800株 ７億９９百万円

合　　　�計 2,981,500株 ２６億５５百万円
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ショット売上

■ 新たなストック　
■ 既存のストック

 ストック売上

31,04531,045 31,50031,500

12,50012,500
10,17310,173

3年で

216 %
ストック売上高

2016年3月期
実績

2017年3月期
実績

2018年3月期
実績

2019年3月期
計画

■ 新たなストック　
■ 既存のストック

5,7855,785

8,6408,640

12,50012,500
10,17310,173

ストック売上推移

当第2四半期　セグメント別ショット・ストック内訳

コンシューマ事業

法人事業

2019年３月期 通期ショット・ストック売上計画

ショット売上
28億円
ショット売上
28億円

ストック売上
29億円
ストック売上
29億円

ストック売上
26億円
ストック売上
26億円

ショット売上
145億円
ショット売上
145億円

■ 2018.3期 通期　■ 2019.3期 通期 （百万円） （百万円）

当上半期のポイント
● 売上高54億円（前年同期比6.3

％減）、セグメント利益6億円（同
400％増）

● 「2019年問題」を追い風とした蓄
電池の販売が引き続き好調に推
移

● ストックサービスとして拡販中の
「ひかり速トク」が、売上高減少も
安定的な収益サービスとして確立

当上半期のポイント
● 売 上 高174億 円（ 前 年 同 期 比

27.1％増）、セグメント利益25億
円（同43.8％増）

● ＵＴＭ・セキュリティ系商品が順調
に販売を拡大、ビジネスホン販売
も順調に拡大

● 日本国内及びＡＳＥＡＮ地域での空
調設備販売が大幅増で増収増益
に貢献

● 電力サービスの自社ブランド「エ
フエネでんき」のユーザー数が順
調に増加

● 蓄 電 池 の 販 売 が 好 調 に 推 移、
WEB制作サービスは縮小

売上高 54億円

CLOSE UP

売上高 174億円

クローズアップ

ストック収益の更なる積み上げに向け、
新サービスを企画・開発・販売

■ ショット・ストックにおける今後の売上計画

　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、2018年9月度の単月ストッ
ク粗利益で3億31百万円まで積み上がっております。今後も「ひかり速トク」を安定収益サービスとして確立させるとともに、好調に
推移している電力サービス「エフエネでんき」「FTでんき」、節水装置「JET」などの自社サービス提供の比重を上げながら、更なるサー
ビスを企画・開発・販売し、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。

販売会社としてのコア部分を活かし、自社サービス提供の比重をアップ
更なる自社商品サービスの企画・開発・販売・コンサルティングでストック収益を拡大、安定した収益構造へ変革
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中小企業 個人事業主
一般消費者を対象に
オフィスと生活に新たな未来を！

法人 10万件
一般消費者 6万人

● 顧客数

2018年9月リリース2018年12月リリース

2018年5月リリース2018年11月リリース

LOOOCは、社員のパソコンの全操作履歴を全て画面キャプチャーやキー
タイプログで取得し、動画ログとして再現することができるのが特徴。社員
パソコン履歴の他、データ移行履歴や改ざん検知も可能で、社員の私的な
WEBサイト閲覧減少による生産性向上に寄与できます。また、情報漏えい・
改ざんの防止や内部不正に対する抑止効果もあります。

営業・技術のダブルサポートを行う当社がセキュリティ機器をレンタル、さら
に日本の通信を支えるNTT東日本・NTT西日本が専門部隊によるサポート
センターを配置し、ハードとソフト両面からお客様を支援。24時間365日、
進化するサイバー脅威からオフィスを守る、NTT東日本・NTT西日本契約
企業対象の月額レンタルサービスです。

信販系会社を介さず、エフティグループの自社レンタルとなるサービスです。
まずは長寿命タイプのＬＥＤ照明からご提供を開始。製品寿命が従来の2倍
となるＬＥＤ照明コンデンサレスタイプなら、ランニングコストが大幅に削減
できるだけでなく、交換回数も1/2となりオフィスの負担を軽減できます。

スマートフォンに専用勤怠管理アプリをインストールすることにより、社員が
どこにいてもタイムカード（位置情報付き）の打刻が可能に。また、専用名刺
管理ソフトをインストールすれば、顧客情報の電子化及び社内での情報共有
を図ることができます。登録データはクラウドサーバにバックアップ保存さ
れるので、BCP対策にも有効です。

情報セキュリティ監視ソフト

LOOOC（ルック）

セキュリティのサポートパック
おまかせセキュリティ

LED照明自社レンタルサービス
エフティレンタル

働き方改革支援サーバ
MH1000

複合機ＯＡ機器

ビジネスホン

サーバ

ＵＴＭ
（統合脅威管理）

蛍光灯タイプＬＥＤ

水銀灯タイプＬＥＤ

節水装置ＪＥＴ小売電気事業

インフラ（電力・ガス・水道）

定額保守サービス�
ＯＡカウンターサービス

通信サービス

レンタルサービス

■ ストックサービスの領域

■ 新たなストックサービスのご紹介
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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  （2018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。

（注） 当社は自己株式を3,565,850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。

ネットワーク
全国41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）
●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）
●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

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 1,343名

（注）従業員数は、臨時従業員130名を含んでいます。

代 表取締役会長 畔柳　誠 取締役監査等委員 小檜山　義男

代 表取締役社長 石田　誠 社外取締役監査等委員 半田　茂

取 締 役 清水　直也 社外取締役監査等委員 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 和田　英明

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 4,317 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 3,751,800 10.33

日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社 1,021,700 2.81

エフティグループ従業員持株会 506,200 1.39

所有者別株式分布状況

外国人（1,575,708株）4.34%証券会社（159,450株）0.44%

自己名義株式（3,565,850株）9.82%金融機関（1,420,500株）3.92%

その他国内法人
（18,465,400株）50.87%

個人・その他
（11,111,292株）30.6%
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