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トップメッセージ

第31期報告書
2015年4月1日から2016年3月31日まで

オ フ ィ ス と 生 活 に 、 新 た な 未 来 を 。

　株主の皆様におかれましては、日頃より当社へのご支援と
ご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は創業30周年を迎えた2015年8月に株式会社エフ
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
ョンズウエストを会社分割により新設し、各事業会社の意思
決定の迅速化や戦略機能のさらなる強化を図ってまいりまし
た。このような法人事業部門の東西の分社による組織の活
性化が期待通りに進み、確固たる売上成長の下、５期連続
の増益また全利益項目での過去最高益の更新という成果を
上げることができました。
　当社は創業以来、全国の中小企業の皆様へ最新の情報通
信機器や最適なオフィスインフラの整備をご提供してまいりま
した。昨今、インターネットを基盤とするコミュニケーション
スタイルの劇的な進化・グローバリゼーションの本格化など、
ビジネスをめぐる環境は複雑・高度化しています。それに伴
い、お客様の求めるニーズも一層多様化し、抱える課題はど
こも同じではありません。お客様の課題解決とさらなる事業
拡大のために、グループの強みを余すことなく生かし、各社
の商品・サービス等事業間におけるシナジーを最大限に発揮
することで、トータルなワンストップソリューションをご提供し
てまいります。
　そして、当社グループは、LED照明をはじめとした環境関

連事業から、ビジネスホン・OA機器・サーバー・UTM、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
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
ネット関連事業など、扱う事業は分野を越えて多岐に渡り、活
動領域は国内外に拡大してまいります。今後もグループ一丸
となって課題解決・お客様満足の向上に取り組んでまいります。
　また、当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最
重要課題のひとつとして位置付けており、当期末配当は、当
初計画より増配となる14.0円、中間配当10.0円と合わせ年
間配当24.0円（株式分割後換算）とさせていただきました。
次期配当におきましては、当期よりも4.0円増配の年間配当
28.0円（中間配当14.0円）を予定しております。今後のエフ
ティグループの成長にご期待いただくとともに、引き続き一
層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

連結決算ダイジェスト 

組織の強化・活性化が進み
５期連続増益を達成！
さらに、すべての利益項目で
過去最高益を更新！

〒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。 コーポレートサイト

www.ftgroup.co.jp/
公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

所有者別株式分布状況

外国人（1,888,100株）5.25%証券会社（221,764株）0.62%

自己名義株式（1,584,264株）4.40%金融機関（730,500株）2.03%

その他国内法人
（18,551,100株）51.59%

個人・その他
（12,983,772株）36.11%

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 1,322百万円

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 1,541名
（注）従業員数は、臨時従業員148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 重川　晴彦
取 締 役 山本　博之
取 締 役 島田　理廣
取 締 役 佐藤　政志
取 締 役 大塚　隆直

取締役および監査役 （2016年6月29日現在）

株式の状況
発行可能株式総数 46,000,000 株
発行済株式総数 35,959,500 株
株主数 3,443 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 38.21 
株式会社ハローコミュニケーションズ 3,870,000 10.76 
畔柳　誠 3,659,400 10.18 
株式会社エフティグループ（自己株式） 1,584,264 4.41 
エフティグループ従業員持株会 681,400 1.89 

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。

証券コード：2763

OUR SHAREHOLDERS ONLY FREE
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※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月期および2017年3月期（予想）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。

コーポレートサイト、
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FT News & Topics

① 現金を取り扱わず振込手数料がゼロに。
②ＳMＳでやり取りのため郵送料がゼロに。
③ＳMＳのインフラで効果的なリスト作り。

「AmazonギフトコードSMS送付システム」のメリット

　2015年11月16日より、「Amazonギフトコード
SMS送付システム」の運用を開始しました。当システ
ムは、Amazonギフト券をお客様にSMSやメールで
手軽に送ることができるもので、参加企業様が当社連
結子会社である株式会社ジスターイノベーションと利
用契約を締結することで「AmazonギフトコードSMS
送付システム」を利用することができます。
　既に多数の企業様にキャンペーンの景品やアンケー
トの謝礼など、様々なシーンで戦略的にご活用頂いて
おります。
　また当社グループとしては、参加企業様を増やすこ
とで毎月の利用料が積み上がり、安定したストック収
益を見込んでいます。

知識いらずでWebサイトが作れる
CMSクラウド型「cubos」販売開始

　HTMLなどの専門知識が無くてもテキストや写真を
入れ替えるだけで、思い通りのWEBサイトを作成する
ことができるCMSクラウド型「cubos（キューボス）」
の販売を開始しました。豊富なテンプレートや画像素
材、動くスライドショーもご用意。これまでの一般的な
WEBサイト制作ツールと比較すると、HTML作成の
工程が無く大幅に制作工程が短縮できるため、お客様
への早期納品など、フレキシブルな対応も可能となっ
ています。

資本政策および株主還元を
目的に自己株式を取得

　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。2015年
8月27日から9月16日では株 式60万 株（ 総 額4億
3,300円）を取得、2016年2月12日から3月8日で
は株式40万株（総額2億6,200円）を取得しました。

ニュース&トピックス

「AmazonギフトコードSMS送付
システム」を法人向けに販売

定置用蓄電池（ESS）市場規模推移と予測太陽光発電設備の大手2社と提携し、
環境関連事業を強固に推進

　東日本の個人向け太陽光発電設備販売の最大手株式
会社エージー・ジャパンと、同じく西日本の最大手・株式
会社アローズコーポレーションと資本業務を提携。電力
自由化時代の下、定置用蓄電池（ESS）市場の急速な成長
を見据えた環境関連事業の基盤整備が、日本全国を網羅
した形で確実に進展しています。 （予測） （予測） （予測）
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　豊富な労働力を生かした“製造拠点”として、また経済成長に伴う中間所得層増による“最終
消費地”として、製造・卸売・小売業といった幅広い日系企業の進出が活発化するASEAN地
域。中でもフィリピンは近年の政治安定によりその魅力が見直され、日系企業の注目を集め
ています。このような環境の中、市場規模やビジネスの移植可能性を仔細に調査した結果、フ
ィリピンが当社の次の進出国として最適であるとの判断に至り、FTGroup (Philippines), 
Inc.を設立しました。既にタイでは2014年より、FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.が一定の
成功モデルを構築しており、日本およびタイで培ってきた販売ノウハウを最大限に今後活用し
ながら、フィリピンでの早期の事業拡大を図っていく方針です。

フィリピン共和国に「FTGroup (Philippines), Inc.」設立
タイで培った販売ノウハウを最大限活用し早期事業拡大へ

エフティグループの事業領域と成長戦略

更なるストック収益の積み上げに注力することで
2019年3月期に経常利益100億円を目指す
　当期はマイナンバー制度関連による需要の高まり等
によりセキュリティ系商品が好調、国内LED照明の堅調
な推移も奏功し、過去最高益更新となりました。また、
コンシューマ事業における光コラボレーション（ひかり速
トク）等の効果により、ストック収益が１年で30％増とな
っております。

　2017年3月期は、更なるストック収益を積み上げる
ために、法人事業でもストック収益に注力します。重点
施策として①ストック専売部門の設置、②パートナー販
路での拡販を掲げて取り組みます。2017年3月期は経
常利益52億円、2019年3月期に同100億円の達成を
目指します。

エフティグループの成長戦略／2017年3月期の取り組み

法人事業
　2017年3月期は、好調なセキュリティ商材（UTM・監
視カメラ等）、ラインアップが充実したLED照明（調光タ
イプ、電源内蔵タイプ、工事レスタイプ等）の販売に引
き続き注力します。さらにインターネット（WEB）系サー
ビスの拡充や、新規事業への取り組みも強化します。
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　これまでの光回線の取次販売（フロー型）から、光コ
ラボレーション「ひかり速トク」（ストック型サービス）に
切り替えとなり、一時的に減収減益となりましたが、「ひ
かり速トク」は、当期において毎月約５千件以上のペー
スでお客様が増加しており、中長期的に安定した収益
確保を見込んでおります。

コンシューマ事業

光コラボレーションの顧客数

中期の経常利益イメージ
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LED照明等の環境関連商品の売上高

お客様のニーズや、取引先の期待に応える
様々な商品・サービスをワンストップで提供

エフティグループの事業領域

ソリューション事業 
ビジネスに必要不可欠な情報通信機器（ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー等）を、
お客様の事業に最適なプランで提案します。
環境事業 
LED照明等の省エネルギー商品を提案することにより
お客様の固定費削減を行うとともに、CO2削減により社会貢献に取り組みます。
技術サポート事業 
ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー、LED照明等の施工・アフターサービスを行います。
また、大手企業からの通信設備工事も受注しています。
海外事業 
タイ・フィリピンにて、LED照明を中心とした環境関連商材の販売を行っています。
今後、アジアへの積極的な展開を進めていきます。
インターネット事業 
WEB制作サービスをはじめ、検索連動型広告・成果報酬型広告を用いたWEBマーケティングサービスを
ご提案します。また、法人のお客様向けに独自の自社光インターネットサービスも提供しております。

法人事業

コンシューマ事業

　産業と暮らしを支えるテクノロジーは、日々進化し続
けています。当社グループは、お客様が本当に求めて
いるものを捉え、常に最新の商品・サービスをご用意し、
個々のニーズにベストマッチする形でスピーディーに提

供しています。また、新たな事業にも積極的に取り組ん
でおり、その領域は多岐に渡ります。より豊かな社会を
実現するため、当社グループの進化と成長はこれから
も続いてまいります。

各社専門分野のノウハウを最大限生か
しつつ、お客様に最適なサービスを展開
しています。

パートナー事業
オリジナルCMS、SMSを用いたギフト
送付システムなど新しい商材を企画し、
サービスを展開しています。

新規事業

エフティグループの連結業績推移
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40,00040,000

マーキングサプライ事業を売却

インターネットサービス事業 
個人のお客様向けに当社ブランド「ひかり速トク」として光回線とプロバイダーサービスを
セットで提供しています。また、その他商品と組み合わせた独自サービスを提供しています。
ドコモショップ事業 
ドコモショップの運営を行い、一般消費者向けにスマートホン等モバイル端末の販売を行っています。
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会社情報 （2016年3月31日現在）

トップメッセージ

第31期報告書
2015年4月1日から2016年3月31日まで

オ フ ィ ス と 生 活 に 、 新 た な 未 来 を 。

　株主の皆様におかれましては、日頃より当社へのご支援と
ご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は創業30周年を迎えた2015年8月に株式会社エフ
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
ョンズウエストを会社分割により新設し、各事業会社の意思
決定の迅速化や戦略機能のさらなる強化を図ってまいりまし
た。このような法人事業部門の東西の分社による組織の活
性化が期待通りに進み、確固たる売上成長の下、５期連続
の増益また全利益項目での過去最高益の更新という成果を
上げることができました。
　当社は創業以来、全国の中小企業の皆様へ最新の情報通
信機器や最適なオフィスインフラの整備をご提供してまいりま
した。昨今、インターネットを基盤とするコミュニケーション
スタイルの劇的な進化・グローバリゼーションの本格化など、
ビジネスをめぐる環境は複雑・高度化しています。それに伴
い、お客様の求めるニーズも一層多様化し、抱える課題はど
こも同じではありません。お客様の課題解決とさらなる事業
拡大のために、グループの強みを余すことなく生かし、各社
の商品・サービス等事業間におけるシナジーを最大限に発揮
することで、トータルなワンストップソリューションをご提供し
てまいります。
　そして、当社グループは、LED照明をはじめとした環境関

連事業から、ビジネスホン・OA機器・サーバー・UTM、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
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
ネット関連事業など、扱う事業は分野を越えて多岐に渡り、活
動領域は国内外に拡大してまいります。今後もグループ一丸
となって課題解決・お客様満足の向上に取り組んでまいります。
　また、当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最
重要課題のひとつとして位置付けており、当期末配当は、当
初計画より増配となる14.0円、中間配当10.0円と合わせ年
間配当24.0円（株式分割後換算）とさせていただきました。
次期配当におきましては、当期よりも4.0円増配の年間配当
28.0円（中間配当14.0円）を予定しております。今後のエフ
ティグループの成長にご期待いただくとともに、引き続き一
層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

連結決算ダイジェスト 

組織の強化・活性化が進み
５期連続増益を達成！
さらに、すべての利益項目で
過去最高益を更新！

〒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。 コーポレートサイト

www.ftgroup.co.jp/
公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

所有者別株式分布状況

外国人（1,888,100株）5.25%証券会社（221,764株）0.62%

自己名義株式（1,584,264株）4.40%金融機関（730,500株）2.03%

その他国内法人
（18,551,100株）51.59%

個人・その他
（12,983,772株）36.11%

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 1,322百万円

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 1,541名
（注）従業員数は、臨時従業員148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 重川　晴彦
取 締 役 山本　博之
取 締 役 島田　理廣
取 締 役 佐藤　政志
取 締 役 大塚　隆直

取締役および監査役 （2016年6月29日現在）

株式の状況
発行可能株式総数 46,000,000 株
発行済株式総数 35,959,500 株
株主数 3,443 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 38.21 
株式会社ハローコミュニケーションズ 3,870,000 10.76 
畔柳　誠 3,659,400 10.18 
株式会社エフティグループ（自己株式） 1,584,264 4.41 
エフティグループ従業員持株会 681,400 1.89 

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。

証券コード：2763

OUR SHAREHOLDERS ONLY FREE
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営業利益／経常利益� （百万円）

1,760
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親会社株主に帰属する当期純利益�（百万円）

詳細は当社IRサイトをご参照ください。 エフティ�IR 検�索 ��http://ir.ftgroup.co.jp/

※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月期および2017年3月期（予想）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。

コーポレートサイト、
公式Facebookページのご紹介

代表取締役会長
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FT News & Topics

① 現金を取り扱わず振込手数料がゼロに。
②ＳMＳでやり取りのため郵送料がゼロに。
③ＳMＳのインフラで効果的なリスト作り。

「AmazonギフトコードSMS送付システム」のメリット

　2015年11月16日より、「Amazonギフトコード
SMS送付システム」の運用を開始しました。当システ
ムは、Amazonギフト券をお客様にSMSやメールで
手軽に送ることができるもので、参加企業様が当社連
結子会社である株式会社ジスターイノベーションと利
用契約を締結することで「AmazonギフトコードSMS
送付システム」を利用することができます。
　既に多数の企業様にキャンペーンの景品やアンケー
トの謝礼など、様々なシーンで戦略的にご活用頂いて
おります。
　また当社グループとしては、参加企業様を増やすこ
とで毎月の利用料が積み上がり、安定したストック収
益を見込んでいます。

知識いらずでWebサイトが作れる
CMSクラウド型「cubos」販売開始

　HTMLなどの専門知識が無くてもテキストや写真を
入れ替えるだけで、思い通りのWEBサイトを作成する
ことができるCMSクラウド型「cubos（キューボス）」
の販売を開始しました。豊富なテンプレートや画像素
材、動くスライドショーもご用意。これまでの一般的な
WEBサイト制作ツールと比較すると、HTML作成の
工程が無く大幅に制作工程が短縮できるため、お客様
への早期納品など、フレキシブルな対応も可能となっ
ています。

資本政策および株主還元を
目的に自己株式を取得

　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。2015年
8月27日から9月16日では株 式60万 株（ 総 額4億
3,300円）を取得、2016年2月12日から3月8日で
は株式40万株（総額2億6,200円）を取得しました。

ニュース&トピックス

「AmazonギフトコードSMS送付
システム」を法人向けに販売

定置用蓄電池（ESS）市場規模推移と予測太陽光発電設備の大手2社と提携し、
環境関連事業を強固に推進

　東日本の個人向け太陽光発電設備販売の最大手株式
会社エージー・ジャパンと、同じく西日本の最大手・株式
会社アローズコーポレーションと資本業務を提携。電力
自由化時代の下、定置用蓄電池（ESS）市場の急速な成長
を見据えた環境関連事業の基盤整備が、日本全国を網羅
した形で確実に進展しています。 （予測） （予測） （予測）

299,643
581,491 634,252

1,195,708

3,306,600

2014年 2015年 2016年 2017年 2020年
（見込）

（単位：kWh）

矢野経済研究所推計
※メーカー出荷容量（kWh）ベース 
※2015年は見込値、
　2016年以降は予測値

　豊富な労働力を生かした“製造拠点”として、また経済成長に伴う中間所得層増による“最終
消費地”として、製造・卸売・小売業といった幅広い日系企業の進出が活発化するASEAN地
域。中でもフィリピンは近年の政治安定によりその魅力が見直され、日系企業の注目を集め
ています。このような環境の中、市場規模やビジネスの移植可能性を仔細に調査した結果、フ
ィリピンが当社の次の進出国として最適であるとの判断に至り、FTGroup (Philippines), 
Inc.を設立しました。既にタイでは2014年より、FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.が一定の
成功モデルを構築しており、日本およびタイで培ってきた販売ノウハウを最大限に今後活用し
ながら、フィリピンでの早期の事業拡大を図っていく方針です。

フィリピン共和国に「FTGroup (Philippines), Inc.」設立
タイで培った販売ノウハウを最大限活用し早期事業拡大へ

エフティグループの事業領域と成長戦略

更なるストック収益の積み上げに注力することで
2019年3月期に経常利益100億円を目指す
　当期はマイナンバー制度関連による需要の高まり等
によりセキュリティ系商品が好調、国内LED照明の堅調
な推移も奏功し、過去最高益更新となりました。また、
コンシューマ事業における光コラボレーション（ひかり速
トク）等の効果により、ストック収益が１年で30％増とな
っております。

　2017年3月期は、更なるストック収益を積み上げる
ために、法人事業でもストック収益に注力します。重点
施策として①ストック専売部門の設置、②パートナー販
路での拡販を掲げて取り組みます。2017年3月期は経
常利益52億円、2019年3月期に同100億円の達成を
目指します。

エフティグループの成長戦略／2017年3月期の取り組み

法人事業
　2017年3月期は、好調なセキュリティ商材（UTM・監
視カメラ等）、ラインアップが充実したLED照明（調光タ
イプ、電源内蔵タイプ、工事レスタイプ等）の販売に引
き続き注力します。さらにインターネット（WEB）系サー
ビスの拡充や、新規事業への取り組みも強化します。

45億円45億円 48億円48億円 52億円52億円

100億円100億円

（予測） （予測）
2015年3月期 2016年3月期 2017年3月期 2019年3月期

■LED照明　■冷媒等環境商品　
（百万円） （百万円）

■サーバー・UTM

2015年3月期 2016年3月期

29,1%増

2015年3月期 2016年3月期

49.6%増

6,305

1,048

8,248

1,247

3,239

4,847

売上が伸びている商品

（人）

51,000

110,000

170,000

2016年3月期 2017年3月期（計画） 2018年3月期（計画）

　これまでの光回線の取次販売（フロー型）から、光コ
ラボレーション「ひかり速トク」（ストック型サービス）に
切り替えとなり、一時的に減収減益となりましたが、「ひ
かり速トク」は、当期において毎月約５千件以上のペー
スでお客様が増加しており、中長期的に安定した収益
確保を見込んでおります。

コンシューマ事業

光コラボレーションの顧客数

中期の経常利益イメージ

15.8%増

（百万円）

9,500 

10,500

2016年3月期 2017年3月期（計画）

ビジネスホン、サーバー、UTMの売上高

新たな電力事業等の
ストック収益の積み上げ

ビジネスホン新機種、セキュリティ商材効果

7.1%増

（百万円）

1,400 
1,500 

2016年3月期 2017年3月期（計画）

インターネット（WEB）系の売上高

新たな需要

10.5%増

（百万円）

9,500 

11,000

2016年3月期 2017年3月期（計画）

LED照明等の環境関連商品の売上高

お客様のニーズや、取引先の期待に応える
様々な商品・サービスをワンストップで提供

エフティグループの事業領域

ソリューション事業 
ビジネスに必要不可欠な情報通信機器（ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー等）を、
お客様の事業に最適なプランで提案します。
環境事業 
LED照明等の省エネルギー商品を提案することにより
お客様の固定費削減を行うとともに、CO2削減により社会貢献に取り組みます。
技術サポート事業 
ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー、LED照明等の施工・アフターサービスを行います。
また、大手企業からの通信設備工事も受注しています。
海外事業 
タイ・フィリピンにて、LED照明を中心とした環境関連商材の販売を行っています。
今後、アジアへの積極的な展開を進めていきます。
インターネット事業 
WEB制作サービスをはじめ、検索連動型広告・成果報酬型広告を用いたWEBマーケティングサービスを
ご提案します。また、法人のお客様向けに独自の自社光インターネットサービスも提供しております。

法人事業

コンシューマ事業

　産業と暮らしを支えるテクノロジーは、日々進化し続
けています。当社グループは、お客様が本当に求めて
いるものを捉え、常に最新の商品・サービスをご用意し、
個々のニーズにベストマッチする形でスピーディーに提

供しています。また、新たな事業にも積極的に取り組ん
でおり、その領域は多岐に渡ります。より豊かな社会を
実現するため、当社グループの進化と成長はこれから
も続いてまいります。

各社専門分野のノウハウを最大限生か
しつつ、お客様に最適なサービスを展開
しています。

パートナー事業
オリジナルCMS、SMSを用いたギフト
送付システムなど新しい商材を企画し、
サービスを展開しています。

新規事業

エフティグループの連結業績推移

（予想）

（百万円）■売上高　■経常利益
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マーキングサプライ事業を売却

インターネットサービス事業 
個人のお客様向けに当社ブランド「ひかり速トク」として光回線とプロバイダーサービスを
セットで提供しています。また、その他商品と組み合わせた独自サービスを提供しています。
ドコモショップ事業 
ドコモショップの運営を行い、一般消費者向けにスマートホン等モバイル端末の販売を行っています。
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FT News & Topics

① 現金を取り扱わず振込手数料がゼロに。
②ＳMＳでやり取りのため郵送料がゼロに。
③ＳMＳのインフラで効果的なリスト作り。

「AmazonギフトコードSMS送付システム」のメリット

　2015年11月16日より、「Amazonギフトコード
SMS送付システム」の運用を開始しました。当システ
ムは、Amazonギフト券をお客様にSMSやメールで
手軽に送ることができるもので、参加企業様が当社連
結子会社である株式会社ジスターイノベーションと利
用契約を締結することで「AmazonギフトコードSMS
送付システム」を利用することができます。
　既に多数の企業様にキャンペーンの景品やアンケー
トの謝礼など、様々なシーンで戦略的にご活用頂いて
おります。
　また当社グループとしては、参加企業様を増やすこ
とで毎月の利用料が積み上がり、安定したストック収
益を見込んでいます。

知識いらずでWebサイトが作れる
CMSクラウド型「cubos」販売開始

　HTMLなどの専門知識が無くてもテキストや写真を
入れ替えるだけで、思い通りのWEBサイトを作成する
ことができるCMSクラウド型「cubos（キューボス）」
の販売を開始しました。豊富なテンプレートや画像素
材、動くスライドショーもご用意。これまでの一般的な
WEBサイト制作ツールと比較すると、HTML作成の
工程が無く大幅に制作工程が短縮できるため、お客様
への早期納品など、フレキシブルな対応も可能となっ
ています。

資本政策および株主還元を
目的に自己株式を取得

　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。2015年
8月27日から9月16日では株 式60万 株（ 総 額4億
3,300円）を取得、2016年2月12日から3月8日で
は株式40万株（総額2億6,200円）を取得しました。

ニュース&トピックス

「AmazonギフトコードSMS送付
システム」を法人向けに販売

定置用蓄電池（ESS）市場規模推移と予測太陽光発電設備の大手2社と提携し、
環境関連事業を強固に推進

　東日本の個人向け太陽光発電設備販売の最大手株式
会社エージー・ジャパンと、同じく西日本の最大手・株式
会社アローズコーポレーションと資本業務を提携。電力
自由化時代の下、定置用蓄電池（ESS）市場の急速な成長
を見据えた環境関連事業の基盤整備が、日本全国を網羅
した形で確実に進展しています。 （予測） （予測） （予測）
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　豊富な労働力を生かした“製造拠点”として、また経済成長に伴う中間所得層増による“最終
消費地”として、製造・卸売・小売業といった幅広い日系企業の進出が活発化するASEAN地
域。中でもフィリピンは近年の政治安定によりその魅力が見直され、日系企業の注目を集め
ています。このような環境の中、市場規模やビジネスの移植可能性を仔細に調査した結果、フ
ィリピンが当社の次の進出国として最適であるとの判断に至り、FTGroup (Philippines), 
Inc.を設立しました。既にタイでは2014年より、FTGroup(Thailand)Co.,Ltd.が一定の
成功モデルを構築しており、日本およびタイで培ってきた販売ノウハウを最大限に今後活用し
ながら、フィリピンでの早期の事業拡大を図っていく方針です。

フィリピン共和国に「FTGroup (Philippines), Inc.」設立
タイで培った販売ノウハウを最大限活用し早期事業拡大へ

エフティグループの事業領域と成長戦略

更なるストック収益の積み上げに注力することで
2019年3月期に経常利益100億円を目指す
　当期はマイナンバー制度関連による需要の高まり等
によりセキュリティ系商品が好調、国内LED照明の堅調
な推移も奏功し、過去最高益更新となりました。また、
コンシューマ事業における光コラボレーション（ひかり速
トク）等の効果により、ストック収益が１年で30％増とな
っております。

　2017年3月期は、更なるストック収益を積み上げる
ために、法人事業でもストック収益に注力します。重点
施策として①ストック専売部門の設置、②パートナー販
路での拡販を掲げて取り組みます。2017年3月期は経
常利益52億円、2019年3月期に同100億円の達成を
目指します。

エフティグループの成長戦略／2017年3月期の取り組み

法人事業
　2017年3月期は、好調なセキュリティ商材（UTM・監
視カメラ等）、ラインアップが充実したLED照明（調光タ
イプ、電源内蔵タイプ、工事レスタイプ等）の販売に引
き続き注力します。さらにインターネット（WEB）系サー
ビスの拡充や、新規事業への取り組みも強化します。
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　これまでの光回線の取次販売（フロー型）から、光コ
ラボレーション「ひかり速トク」（ストック型サービス）に
切り替えとなり、一時的に減収減益となりましたが、「ひ
かり速トク」は、当期において毎月約５千件以上のペー
スでお客様が増加しており、中長期的に安定した収益
確保を見込んでおります。

コンシューマ事業

光コラボレーションの顧客数

中期の経常利益イメージ
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LED照明等の環境関連商品の売上高

お客様のニーズや、取引先の期待に応える
様々な商品・サービスをワンストップで提供

エフティグループの事業領域

ソリューション事業 
ビジネスに必要不可欠な情報通信機器（ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー等）を、
お客様の事業に最適なプランで提案します。
環境事業 
LED照明等の省エネルギー商品を提案することにより
お客様の固定費削減を行うとともに、CO2削減により社会貢献に取り組みます。
技術サポート事業 
ビジネスホン・OA機器・UTM・サーバー、LED照明等の施工・アフターサービスを行います。
また、大手企業からの通信設備工事も受注しています。
海外事業 
タイ・フィリピンにて、LED照明を中心とした環境関連商材の販売を行っています。
今後、アジアへの積極的な展開を進めていきます。
インターネット事業 
WEB制作サービスをはじめ、検索連動型広告・成果報酬型広告を用いたWEBマーケティングサービスを
ご提案します。また、法人のお客様向けに独自の自社光インターネットサービスも提供しております。

法人事業

コンシューマ事業

　産業と暮らしを支えるテクノロジーは、日々進化し続
けています。当社グループは、お客様が本当に求めて
いるものを捉え、常に最新の商品・サービスをご用意し、
個々のニーズにベストマッチする形でスピーディーに提

供しています。また、新たな事業にも積極的に取り組ん
でおり、その領域は多岐に渡ります。より豊かな社会を
実現するため、当社グループの進化と成長はこれから
も続いてまいります。

各社専門分野のノウハウを最大限生か
しつつ、お客様に最適なサービスを展開
しています。

パートナー事業
オリジナルCMS、SMSを用いたギフト
送付システムなど新しい商材を企画し、
サービスを展開しています。

新規事業

エフティグループの連結業績推移

（予想）

（百万円）■売上高　■経常利益
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マーキングサプライ事業を売却

インターネットサービス事業 
個人のお客様向けに当社ブランド「ひかり速トク」として光回線とプロバイダーサービスを
セットで提供しています。また、その他商品と組み合わせた独自サービスを提供しています。
ドコモショップ事業 
ドコモショップの運営を行い、一般消費者向けにスマートホン等モバイル端末の販売を行っています。
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会社情報 （2016年3月31日現在）

トップメッセージ

第31期報告書
2015年4月1日から2016年3月31日まで

オ フ ィ ス と 生 活 に 、 新 た な 未 来 を 。

　株主の皆様におかれましては、日頃より当社へのご支援と
ご厚情を賜り、厚く御礼申し上げます。
　当社は創業30周年を迎えた2015年8月に株式会社エフ
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
ョンズウエストを会社分割により新設し、各事業会社の意思
決定の迅速化や戦略機能のさらなる強化を図ってまいりまし
た。このような法人事業部門の東西の分社による組織の活
性化が期待通りに進み、確固たる売上成長の下、５期連続
の増益また全利益項目での過去最高益の更新という成果を
上げることができました。
　当社は創業以来、全国の中小企業の皆様へ最新の情報通
信機器や最適なオフィスインフラの整備をご提供してまいりま
した。昨今、インターネットを基盤とするコミュニケーション
スタイルの劇的な進化・グローバリゼーションの本格化など、
ビジネスをめぐる環境は複雑・高度化しています。それに伴
い、お客様の求めるニーズも一層多様化し、抱える課題はど
こも同じではありません。お客様の課題解決とさらなる事業
拡大のために、グループの強みを余すことなく生かし、各社
の商品・サービス等事業間におけるシナジーを最大限に発揮
することで、トータルなワンストップソリューションをご提供し
てまいります。
　そして、当社グループは、LED照明をはじめとした環境関

連事業から、ビジネスホン・OA機器・サーバー・UTM、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
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
ネット関連事業など、扱う事業は分野を越えて多岐に渡り、活
動領域は国内外に拡大してまいります。今後もグループ一丸
となって課題解決・お客様満足の向上に取り組んでまいります。
　また、当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最
重要課題のひとつとして位置付けており、当期末配当は、当
初計画より増配となる14.0円、中間配当10.0円と合わせ年
間配当24.0円（株式分割後換算）とさせていただきました。
次期配当におきましては、当期よりも4.0円増配の年間配当
28.0円（中間配当14.0円）を予定しております。今後のエフ
ティグループの成長にご期待いただくとともに、引き続き一
層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

連結決算ダイジェスト 

組織の強化・活性化が進み
５期連続増益を達成！
さらに、すべての利益項目で
過去最高益を更新！

〒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。 コーポレートサイト

www.ftgroup.co.jp/
公式Facebookページ
www.facebook.com/FTCommunications

所有者別株式分布状況

外国人（1,888,100株）5.25%証券会社（221,764株）0.62%

自己名義株式（1,584,264株）4.40%金融機関（730,500株）2.03%

その他国内法人
（18,551,100株）51.59%

個人・その他
（12,983,772株）36.11%

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 1,322百万円

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 1,541名
（注）従業員数は、臨時従業員148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 重川　晴彦
取 締 役 山本　博之
取 締 役 島田　理廣
取 締 役 佐藤　政志
取 締 役 大塚　隆直

取締役および監査役 （2016年6月29日現在）

株式の状況
発行可能株式総数 46,000,000 株
発行済株式総数 35,959,500 株
株主数 3,443 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 38.21 
株式会社ハローコミュニケーションズ 3,870,000 10.76 
畔柳　誠 3,659,400 10.18 
株式会社エフティグループ（自己株式） 1,584,264 4.41 
エフティグループ従業員持株会 681,400 1.89 

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。

証券コード：2763

OUR SHAREHOLDERS ONLY FREE

45,879

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期2013年3月期

35,837 34,942
37,214

2017年3月期

予想
40,000

売上高� （百万円）

3,260 3,285

4,056 4,113
4,486 4,538

4,873 4,835

予想
5,200

予想
5,200

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

営業利益／経常利益� （百万円）

1,760

2,654 2,770
2,940

予想
3,100

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

親会社株主に帰属する当期純利益�（百万円）

詳細は当社IRサイトをご参照ください。 エフティ�IR 検�索 ��http://ir.ftgroup.co.jp/

※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月期および2017年3月期（予想）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。

コーポレートサイト、
公式Facebookページのご紹介

代表取締役会長

畔
く ろ や な ぎ

柳 誠
まこと

売上高／利益
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■ 第2四半期配当　■ 期末配当

1株当たり年間配当金� （円）

株主還元

7,0237,023

19,133

8,7848,784

17,054

10,87110,871

19,554

12,38912,389

21,241
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総資産／純資産� （百万円）

■ 総資産　■ 純資産

31.2

49.3
53.5 56.6

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期2013年3月期

自己資本比率� （%）

安全性指標

34.3 36.9

29.4
26.2

2015年3月期 2016年3月期2014年3月期2013年3月期

ROE（自己資本当期純利益率）� （%）

■ 営業利益　■ 経常利益

17.8
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セグメント別

売上高� （百万円）

法人事業

26,280
29,588 31,674

2015年3月期2014年3月期 2016年3月期

営業利益� （百万円）

3,957
4,633
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営業利益� （百万円）

コンシューマ事業
売上高� （百万円）

5,664 5,965 5,957
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ROA（総資産経常利益率）� （%）

収益性指標
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1株当たり当期純利益� （円）

1株当たり指標
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