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オ フ ィ ス と 生 活 に、 新 た な 未 来 を。

証券コード：2763

OUR SHAREHOLDERS 

ONLY FREE

第36期 報告書
2020年4月1日から2021年3月31日まで

安定した収益基盤を強みに選択と集中を強化
ストック売上比率は50%超のステージへ突入
年間配当は前期よりも2円増配の63円

お客様に継続して提供するサービスによる毎月の
利用料等からサービス提供にかかる原価・費用等を
除いた利益

エフティグループのストック収益は、光回線や小売電
力などのインフラに関わるサービスによるものです。
そのため、解約されづらく、継続の長さも安定性の
一つになっています。

■ ストック売上　　■ ストック比率

（百万円） （%）

53.8 % が
ストック収益に

全体売上の

ストック収益とは？ 安定性について

ストック売上比率は前期の41.8%から
53.8%へと伸長！

　当社ではストック売上の拡大策を推し
進めるなか、当期においてストック売上
比率が50%の大台を突破しました。
　その中心となる自社ブランド「エフエ
ネでんき」は約16万件のお客様にご利用
いただき、売上高は前期比132.3%の
151億円を達成しました。また光回線自
社ブランド「ひかり速トク」、節水装置「Ｊ
ＥＴ」等も堅調な推移を示し、新型コロナ
ウイルス感染拡大による業績への影響は
軽微となっております。
　今後に向けては新たに販売を開始し
たLINE集客支援サービスにも注力し、
一層のストック売上の拡大を目指してい
く方針です。

～ 自社ブランド「エフエネでんき」売上高も前期比132.3％の151億円を達成 ～

■ ストック売上の推移
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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

2016年3月期 2018年3月期2017年3月期 2019年3月期

22

20

20

1410

14

33

25

2020年3月期 2021年3月期

35

26

35

26

2022年3月期（予想）

35

28

2

過去５年間の自己株式の取得実施履歴
■ 上半期末　■ 期末　■ 増配 決議 取得株式数 取得金額

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

2018年11月 250,000株 3億86百万円

2019年 6月 500,000株 ７億40百万円

2019年11月 600,000株 7億79百万円

2020年 8月 440,000株 6億22百万円

1株当たり配当金（円）

FINANCIAL HIGHLIGHTS
決算ハイライト

■ 2021年3月期決算のポイント

　2022年3月期の連結業績予想として、売上収益430億円、
営業利益60億円、親会社の所有者に帰属する当期利益36億円を
計画しています。「エフネでんき」の契約顧客数拡大、「Links」の
販売強化、M&Aによる業容拡大等を図り、増収増益の達成を
目指してまいります。

2022年3月期通期業績予想（IFRS）

　ネットワークインフラ事業では、主力商品として拡販している
小売電力自社ブランド「エフエネでんき」において電力取引価格の
高騰の影響はあったものの、お客様への影響を最小限に抑える取
り組みにより契約数は順調に増加しております。また、光回線自
社ブランド「ひかり速トク」・節水装置「ＪＥＴ」等も安定した収益源
として堅調に推移した他、LINEの公式アカウントの制作・運用の
代行サービス「Links」の販売を開始しました。

　法人ソリューション事業では、UTM・ファイルサーバー・情報
通信機器の販売が引き続き堅調に推移しました。環境関連商品に
おいては、ウイルス対策として販売を開始した光触媒による空気
浄化装置が順調に伸び、収益面に貢献しました。
　当社としては引き続き、ストック収益の拡大を方針とした選択と
集中を進め、業績向上へとつなげてまいります。

売上収益 43,000 百万円
営業利益 6,000 百万円
親会社の所有者に
帰属する当期利益 3,600 百万円

※ 当社は、2015年10月に普通株式1株につき3株の割合で株式分割を行っております。
2016年3月期の数値については、当該株式分割の影響を考慮しております。

（前期比4.0%増）

（前期比9.4%増）

（前期比11.3%増）

売上収益 営業利益 税引前利益
親会社の所有者に
帰属する当期利益（百万円）（百万円） （百万円） （百万円）

41,329

2021年
3月期

45,88745,763

2019年
3月期

2020年
3月期

5,483

2021年
3月期

6,254
5,763

2019年
3月期

2020年
3月期

5,548

2021年
3月期

6,282
5,683

2019年
3月期

2020年
3月期

3,234

2021年
3月期

3,8973,733

2019年
3月期

2020年
3月期
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2020年3月期実績2019年3月期実績

33,107

26,689

12,726
19,198

2021年3月期実績

19,094

22,235

● ストックサービスの主力商品である小売電力サービスは順調に伸長
　 電力取引価格高騰の影響はあったものの、お客様への影響を最小限に抑える

取り組みにより契約数は順調に増加
● 光回線自社ブランド「ひかり速トク」、節水装置「JET」等も安定的に寄与
● 新たなストックサービスとして、LINEの公式アカウントの制作・運用の代行

サービス「Links」の販売を開始

● UTM・ファイルサーバー・情報通信機器の販売が引き続き堅調に推移
● ウイルス対策商品である空気浄化装置の販売が貢献
● 選択と集中として、太陽光発電設備・蓄電池の販売を大幅縮小

36名再来店！ 70名再来店！

1 リッチメニューの設定 4 配信代行サポート

2 クーポン設定 5 ノベルティ配布

3 自動返信機能設定代行 6 コンサル配信サポート

1
施工面に抗ウイルス・抗菌の塗膜を形成
抗ウイルス・抗菌機能を持った塗膜ができるため、
除菌効果が長く持続します。

2
透明でクリアな塗膜のため、美観を維持したままの施工が可能
もともとの素材の雰囲気やデザインを損なうことなく
施工を行うことが可能です。

3
手が触れる部分をピンポイント施工可能
ドアノブ、電気スイッチなど気になる箇所の
ピンポイント施工が可能です。

メッセージ・クーポン配信

友だち追加用POP

再来店クーポン
雨の日クーポン 配信

400% UP集客

クリーニング店

▼

特売情報を配信
何度も配信することで

UPお客様
認知度

スーパーマーケット

▼

LINE独自の
宿泊予約特典を配信

300% UP予約

宿泊予約サービス

▼

再来店率

60% UP

美容室

囲い込み成功！

深夜帯来店数
昨年対比

160% UP

カラオケ店

若者に効果的！

L I N E
予約率

30% UP売上

飲食店

友だちは飲食店の財産！

もつ鍋屋 ラーメン屋

● 配信数 1,000通
● 開封数 671通
● クーポン使用数 18件
● 再来店率 2.6%
● 客単価 5,000円
● 売上 180,000円

● 配信数 4,397通
● 開封数 2,704通
● クーポン使用数 35件
● 再来店率 1.2%
● 客単価 1,000円
● 売上 70,000円

「Links」とは、LINEを利用してコンバージョン数を
高めるLINE公式アカウントの制作・運用サービスです。

日々、様々な対応に追われているお忙しいオーナーや、SNSの
運用に慣れていないお客様に代って、ご一緒に制作や運用代行
までサポートさせていただいております。

「 Links 」

Linksが選ばれる理由

抗ウイルス・除菌・抗菌機能付きガラスコーティング

今後の展開

リリーフシールドの施工箇所 感染症対策協会認定商品

導入事例

NO.1

抗ウイルス・除菌・抗菌効果が、
第三者機関で実証された「リリーフシールド」

大手を含め様々な企業に導入済み

など

リリーフシールドの抗
ウイルス・抗菌効果は、
第三者機関で実証済み。
日本感染症対策協会認
定サービスです。

● 車内

● ドアノブ

● トイレ

● レジ

● テーブル・椅子

● 買い物かご

スマホコーティングに特化した
『リリーフシールドα』も展開しております。

今後、より感染症対策のPR機能の強化、及び導入しやすい
月額モデルの商品を提供する予定です。

ストックサービスの売上割合が増加傾向（全体の53.8％）

「 リリーフシールド 」

■ ショット・ストック売上実績

■ 新サービス紹介

■ ストック売上　■ ショット売上
（百万円）

Linksは、様々な業種・業態でご利用いただいております
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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

会社情報  （2021年3月31日現在）

（2021年6月23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1,080,000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

FTGroup (Philippines),Inc.FTGroup (Philippines),Inc.

PT FT Group IndonesiaPT FT Group Indonesia

全国にネットワークを構え、
グループ全体の持続的な成長を
目指しています。

●直営店
●FC（フランチャイズ）店
●コールセンター／その他

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 868名
（注）従業員数は、臨時従業員84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 大嶋　敏也

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 副 社 長 島田　理廣 社外取締役監査等委員 隈部　泰正

取 締 役 飯沼　敬

取 締 役 佐藤　政志

取 締 役 安藤　暢彦

取 締 役 林　義行

取 締 役 大橋　弘幸

役員 

株式の状況

発行可能株式総数 46,000,000 株

発行済株式総数 32,022,268 株

株主数 5,464 名

大株主
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

株式会社光通信 13,740,000 44.40

株式会社ハローコミュニケーションズ 3,870,000 12.50

畔柳　誠 3,753,900 12.13

株式会社日本カストディ銀行（信託口） 537,600 1.73

村田機械株式会社 496,200 1.60

所有者別株式分布状況

外国人（515,989株）1.6%証券会社（70,379株）0.2%

自己名義株式（1,080,000株）3.4%金融機関（1,000,400株）3.1%

その他国内法人
（18,502,800株）57.8%

個人・その他
（10,852,700株）33.9%
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