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　　収支の概要　　 ２００7年３月期　中間連結決算実績

単位：百万円　　<　>内は売上対比 (　)内は対前期比増減率

区分
第１四半期

06/04/01～
06/06/30

第２四半期
06/07/01～
06/09/30

当中間期
06/04/01～
06/09/30

前中間期
05/04/01～
05/09/30

対前期
増減・
増減比

当初業績予想
06/04/01～
06/09/30

対前期
増減・
増減比

4,315 4,009 8,324 12,038 ▲ 3,713 9,430 ▲ 1,105
(▲30.8%) (▲11.7%)

1,918 1,640 3,559 5,672 ▲ 2,113 - -
      　  　<44.5%>       　  　<40.9%>       　  　<42.8%>                <47.1%> (▲37.3%)                <―%> (―%)

2,220 1,906 4,126 5,080 ▲ 953 - -
              <51.5%>               <47.5%>               <49.6%>               <42.2%> (▲18.8%)               <―%> (―%)

▲ 301 ▲ 266 ▲ 567 591 ▲ 1,159 - -
               <―%>                <―%>                <―%>                  <4.9%> (―%)                  <―%> (―%)

▲ 290 ▲ 249 ▲ 539 635 ▲ 1,175 ▲ 204 ▲ 335
               <―%>                <―%>                <―%>                 <5.3%> (―%)                 <―%> (―%)

▲ 314 ▲ 483 ▲ 798 144 ▲ 942 ▲ 250 ▲ 548
               <―%>                <―%>                <―%>                <1.2%> (―%)                <―%> (―%)

経常利益

当期純利益

売上高

売上総利益

販売管理費

営業利益

■売上高　（対予想比）
　　※第１四半期は概ね予想通りに推移
　　　 第２四半期にソリューション事業が伸びず

　　【要　因】　　
　　　①人材の確保が予定通り進捗しなかった
　　　②新商材の販売時期の遅れ
　　　③ひかり電話サービスの開通遅延
　　　④市場環境悪化の長期化

⑤コンプライアンスリスクの増大

■経常利益　(対予想比)
　　※売上高減少による影響
　　※不採算店の統廃合などコスト削減を実施

■当期利益　(対予想比)
　　※売上高減少による影響
　　※税効果会計処理の見直し

主な内容
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前期末
06/03/31末

当中間期
06/09/30末

対前期増減

11,463 9,498 ▲ 1,964

6,779 5,804 ▲ 974

4,549 3,693 ▲ 855
自己資本比率 39.7% 37.3% 2.4%減

区分

総資産

純資産

負債

▲ 1,336 ▲ 700 636

▲ 1,972 92 2,064

342 ▲ 282 ▲ 625

2,305 1,415 ▲ 890
現金及び現金同等物の
期末残高

投資キャッシュ・フロー

財務キャッシュ・フロー

営業キャッシュ・フロー

■総資産　(前期末対比)

　 ※売上の減少により現預金が9.62億円減少。
　　　 売上債権が1.68億円減少
　　　　
　　　　

■負債　(前期末対比)
　　※長期前受保守料が4.3億円減少

■純資産　(前期末対比)
　　※配当金支払により2.04億円減少
　　※中間純損失により7.98億円減少
　　

■キャッシュ・フローの状況
　　※営業キャッシュ・フロー
　　　　税金等調整前中間純損失▲6.07億円
　　　　前受保守料の減少▲5.24億円
　　　　法人税還付金による収入4.05億円

　　※投資活動によるキャッシュ・フロー
　　　　定期預金の戻入による収入0.72億円

　　※財務活動によるキャッシュ・フロー
　　　　配当金の支払い▲2.04億円
　　　　長期借入金の返済▲0.77億円

主な内容

　キャッシュフロー　B/Sの概要　　 ２００7年３月期　中間連結決算実績

単位：百万円
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　　セグメント別の概要　 ２００7年３月期　中間連結決算実績

販売の状況

セグメント別 主要品目 金  額 金  額 ％

情報通信機器 7,644 5,503 ▲ 28.0

ソリューション事業 ソフトウェア 2,025 633 ▲ 68.7

小計 9,669 6,136 ▲ 36.5

携帯電話販売高 457 312 ▲ 31.6

モバイル事業 販売手数料 1,213 1,071 ▲ 11.7

小計 1,670 1,384 ▲ 17.1

ＡＳＰサービス 60 57 ▲ 5.1

ＩＳＰサービス 457 588 28.8

オフィスサプライサービス 180 157 ▲ 12.9

小計 698 803 15.1

12,038 8,324 ▲ 30.8

項　　目

合　　　　　　　　　　計

サービス＆
サポート事業

対前期
増減比

前中間期
05/04/01～
05/09/30

当中間期
06/04/01～
06/09/30

（注）セグメント間の取引については相殺消去しております

(単位：百万円)
当中間期

区分
ソリューション

事業
モバイル事業

サービス＆
サポート事業

消去又は全社 合計

売上高 6,148 1,384 866 ▲ 74 8,324

営業費用 6,221 1,438 888 344 8,892

営業利益
又は損失

▲ 72 ▲ 53 ▲ 22 ▲ 419 ▲ 567

前中間期

区分
ソリューション

事業
モバイル事業

サービス＆
サポート事業

消去又は全社 合計

売上高 9,680 1,670 892 ▲ 206 12,038

営業費用 8,331 1,718 1,054 340 11,446

営業利益
又は損失

1,349 ▲ 48 ▲ 161 ▲ 547 591

セグメント実績(単位：百万円)

■売上高
　 ※対前期増減比30.8％の減少

　　※サービス＆サポート事業は、堅調に推移したものの、特に
　　　 ソリューション事業の減少が大きく影響（36.5％減）

■営業利益
　　※サービス＆サポート事業の継続的な売上により、利益率の改善
　　※ソリューション事業は、売上減少の影響大きく損失になる　　

主な内容
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　商材・サービス別の概要　　 ２００7年３月期　中間連結決算実績

金額
（単位：百万円）

金額
（単位：百万円）

（％） （％）

ＩＰビジネスホン 683 418 5.0 ▲ 38.9

ビジネスホン 3,378 2,077 25.0 ▲ 38.5

ＩＰ‐FAX 445 94 1.1 ▲ 78.8

複合機 476 590 7.1 23.9

パソコン 423 154 1.9 ▲ 63.6

ルーター 171 91 1.1 ▲ 46.8

サイトヘルパー 550 175 2.1 ▲ 68.2

ｅ-Rank 1,474 458 5.5 ▲ 68.9

携帯電話 457 312 3.7 ▲ 31.6

販売手数料 1,213 1,071 12.9 ▲ 11.7

ＡＳＰサービス 60 57 0.7 ▲ 5.1

ＩＳＰサービス 457 588 7.1 28.8

オフィスサプライサービス 180 157 1.9 ▲ 12.9

ﾒﾝﾃﾅﾝｽｻｰﾋﾞｽ 649 499 6.0 ▲ 23.1

その他 1,415 1,578 18.9 11.5

合計 12,038 8,324 100.0 ▲ 30.8

商品区分
2005/9 2006/9 対前期増減比構成比

【苦戦した商材】
■ＩＰ商材
　　 ※ひかり電話サービスの開通の遅延

■ＩＴ商材
　　　※不採算拠点統合により、売上高の減収

　　 ※次期商材の販売開始の遅延

■情報通信機器
　　　※リース業界の規制強化による与信基準の厳格化

　　　　

【善戦した商材】
■ＩＳＰｻｰﾋﾞｽ
　　　※対前期増減比28.8％
　　　※コミュプラスなどの新サービスの順調に増加している

■複合機
　　 ※対前期増減比23.9％
　　　※定期的にメーカー研修実施し、販売強化が図れた

主な内容
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　　２００７年３月期業績予想のポイント

【ｿﾘｭｰｼｮﾝ事業】
■売上
複合機は上半期にも増加した商材であり
下期においても、販売強化可能。

■利益面
不採算店舗を統廃合したことにより、
単月黒字化となる。

【モバイル事業】
■売上
既存の直営店はドコモショップ化が完了
したことにより、手数料収入の増加。
ドコモ以外のキャリアの端末販売により
収益増加

■利益面
キャリアショップ化により黒字化

【ｻｰﾋﾞｽ＆ｻﾎﾟｰﾄ事業】
■売上
ISPｻｰﾋﾞｽなどの安定的な収益
■利益
ファクタリング業務ののれん償却費など
をISPｻｰﾋﾞｽがカバーする状況。

ポイント

単位：百万円　
　

項目

1Q実績 2Q実績 3Q計画 4Q計画 Total

売　上　高 4,315 4,009 4,419 6,756 19,500

経常利益 ▲ 290 ▲ 249 193 746 400

経常利益率 - - 4.4% 11.0% 2.1%

当期純利益 ▲ 314 ▲ 483 186 752 140

純利益率 - - 4.2% 11.1% 0.7%

2007.3月期

ソリューション
事業

モバイル事業
サービス＆

サポート事業
合計

第３四半期 3,258 735 425 4,419

第４四半期 4,764 1,480 511 6,756

下　期　計 8,023 2,215 936 11,175

区分

売上高
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取り組み状況の効果があったところ取り組み状況の効果があったところ・売上高の低迷要因・売上高の低迷要因

・期初に赤字拠点のＩＴオフィスの統廃合を実施した。
　（前期実績　265百万円）
・ひかり電話などのインフラ開通遅れ
・次期ＩＴ商材の販売開始延期
・リース審査基準の厳格化

・期初に赤字拠点のＩＴオフィスの統廃合を実施した。
　（前期実績　265百万円）
・ひかり電話などのインフラ開通遅れ
・次期ＩＴ商材の販売開始延期
・リース審査基準の厳格化

ソリューション事業ソリューション事業

・ＭＮＰ前による買い控え
・ドコモショップ昇格に特化した
・コンテンツサービスの拡大にはならなかった

・ＭＮＰ前による買い控え
・ドコモショップ昇格に特化した
・コンテンツサービスの拡大にはならなかった

モバイル事業モバイル事業

・ＩＳＰｻｰﾋﾞｽは、機器販売の低下分減少
・ＡＳＰｻｰﾋﾞｽは、新ｻｰﾋﾞｽまでには至らなかった
・いますぐねっとは、現状推移

・ＩＳＰｻｰﾋﾞｽは、機器販売の低下分減少
・ＡＳＰｻｰﾋﾞｽは、新ｻｰﾋﾞｽまでには至らなかった
・いますぐねっとは、現状推移

ｻｰﾋﾞｽ&ｻﾎﾟｰﾄ事業ｻｰﾋﾞｽ&ｻﾎﾟｰﾄ事業

・ひかり電話サービスなどを新人営業マンに契約できる
　ように、教育・評価制度の整備完了
・ＩＴ商材は開発は遅れたが、業種特化なのでプロダクト
　整備ができ、効率化が図れ、顧客評価も向上した
・特定商取引法などのコンプライアンスリスクは増大したが
　従来からの対処を早期に実施し、当社は業界の中でも
　自信をもった営業活動ができている。

・ひかり電話サービスなどを新人営業マンに契約できる
　ように、教育・評価制度の整備完了
・ＩＴ商材は開発は遅れたが、業種特化なのでプロダクト
　整備ができ、効率化が図れ、顧客評価も向上した
・特定商取引法などのコンプライアンスリスクは増大したが
　従来からの対処を早期に実施し、当社は業界の中でも
　自信をもった営業活動ができている。

・直営店が11月からは、全店キャリアショップになり、
　顧客ｻｰﾋﾞｽの向上と収益性が向上する

・直営店が11月からは、全店キャリアショップになり、
　顧客ｻｰﾋﾞｽの向上と収益性が向上する

・金融サービスを開始する体制が整った。
・コミュプラスなどのコンテンツサービスは順調である。

・金融サービスを開始する体制が整った。
・コミュプラスなどのコンテンツサービスは順調である。

　　２００７年３月期業績のまとめ

上半期は、苦戦したがしっかりと中長期戦略を整えてきたこと
外部環境的には、ひかり電話サービス・ＭＮＰと最高のチャンスを迎えている
労働市場は、採用の面で苦戦している

上半期は、苦戦したがしっかりと中長期戦略を整えてきたこと
外部環境的には、ひかり電話サービス・ＭＮＰと最高のチャンスを迎えている
労働市場は、採用の面で苦戦している

取り組み状況の効果があったところ取り組み状況の効果があったところ・減益要因・減益要因

・当初予測した売上高が達成できず、現状の管理コストについてもカバー出来ず。
・マネージャー不足により不採算店舗の回復のめどが立たない状況であった。
・IT商材などで、プロダクトロスがあった。
　

・当初予測した売上高が達成できず、現状の管理コストについてもカバー出来ず。
・マネージャー不足により不採算店舗の回復のめどが立たない状況であった。
・IT商材などで、プロダクトロスがあった。
　

・不採算店舗の統合により管理コスト削減
・IT商材のプロダクトロスは整備を完了した。

・不採算店舗の統合により管理コスト削減
・IT商材のプロダクトロスは整備を完了した。
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金融事業の進出について金融事業の進出について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006/11/132006/11/13リリースリリース
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当社グループでは、｢中小企業支援カンパニー｣として、情報通信機器、ソフトウェア、
モバイル機器、インターネット利用に関わるＩＳＰ・ＡＳＰサービスなどのサービス提供
を長年の間蓄積し、「ヒト・モノ・カネ」に関わるサービスのうち、ヒトとモノに関わるサー
ビスを充実してまいりました。
そこで、金融事業へ進出し、｢カネ｣に関わるサービスを提供することにより、中小企業
の悩みが解決し貢献することで、｢中小企業支援カンパニー｣として、中小企業へのベ
ストパートナーとして貢献することとなります。
また、後発サービスであるがゆえに、当初は、｢医療債権報酬のファクタリング｣・｢リー
ス業務｣の当社のシナジー効果が高い領域から並びにリスクの少ない業務から開始
いたします。今後は、中小企業向けに特化したサービスメニューを順次展開いたしま
す。　

　　金融事業について　事業の趣旨
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医療機関に特化した診療報酬債権のファクタリング事業

国保・社保という「国」に準ずる機関を債務者としている為、安全性が高い上、回収サイトが2ヶ月と
短く、さらに、割引手数料が高く徴収できる事業です。当社グループの属する業界では、ノウハウを
持つ企業が少なく、競合他社は多くありません。

ファクタリング【factoring】：企業の売掛債権を買い取り、自己の危険負担で債権の管理・回収を行う金融業務

対象医療機関 ：病院・診療所(ｸﾘﾆｯｸ）・歯科医院・保険薬局・老人保健施設

診療報酬 ：社会保険により患者を診察・診療した医療機関や保険調剤を行った薬局などに支払われる代金のこと｢初診料基本は270点｣　　
　　　　　　　　　　 ｢○○手術は何点｣という具合に6000種類以上の診療行為に点数がつけられている。1点＝10円。保険調剤のみを調剤報酬と
　 称する。

　　金融事業について　　ファクタリング業務

診療調剤介護報酬債権ファクタリング事業略図診療調剤介護報酬債権ファクタリング事業略図

フレクソルフレクソル 社保
国保

社保
国保

医療機関医療機関

③診療報酬支払③診療報酬支払 ①診療報酬請求権①診療報酬請求権

④診療報酬入金④診療報酬入金

②譲渡②譲渡
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医療施設（平成18年8月末）厚生労働省　医療施設動態調査より

　　　病院　　　8,959　施設
　　　国・公的医療機関 :   1,770　　 19.8%
　　　医療法人 :   6,532　　 72.9%
　　　個人　　 ： 610　　 6.8% 
　　　その他　　　　 ： 47         0.5%

　　　診療所　 98,432　施設
　　　国・公的医療機関 :    5,262        5.3%
　　　医療法人　　　 :  42,236       43.0%
　　　個人　　　　　 :  50,307       51.1%
　　　その他　　　　 :      627         0.6%

　　　歯科　　 67,354　施設
　　　国・公的医療機関 :      307　　　0.4%
　　　医療法人　　　　 :    9,623　　 14.3%
　　　個人　　　　　　 :  57,352　　 85.2%
　　　その他　　　　　 :        72         0.1%

　　　薬局　　 50,600　施設　※平成16年調査データ

※病院：病床数が20以上　診療所：病床数が19未満　（医療法）
病院は、国をはじめとする公的医療機関の割合が高く、また民間に
おいても医療法人が3分の2近くをしめている。逆に病床数が19未満
の診療所においては、個人経営が半分以上を占めており、病院・診
療所の合計に対してもほぼ同様である。歯科においてはさらに個人
の比率が高くなっている。

業界特記事項
（診療報酬改定）
医療業界においては2年に一度診療報酬が改定される。2006年
は医療費ベースで3.6%マイナス改定され、医療の必要性の高い
患者に係る医療について評価を引き上げ、逆に必要性の低い患
者に係る医療は評価を引き下げた。つまり医療依存度の高い患
者を集められなければ経営が厳しくなる。
又、医療は｢設備産業｣でもあり、病院を改築し、高額な医療機器
を導入すればするほど患者は集まる。ＭＲＩなどの高額医療機を｢
患者に対してだけでなく、優れた医師に働いてもらうには不可欠｣
という経営者も多い。

（保険薬局）
処方箋の利益構造は、約7割が薬剤料で残り3割が粗利益と見ら
れている。市場の拡大が売上と利益の増加となるが、成長が止
まると経営が一気に悪化する危険性をはらんでいる。また小規
模な調剤薬局は大手に買収されやすい。

（医療機関の資金調達）
地域医療振興債：少人数私募集を活用した医療機関債
厚生労働省ガイドライン：3年度以上税引前純損益が黒字、発行
総額1億以上、購入人数50人以上
病院再生ファンド：融資している地方銀行から債権を買取、病院
経営の再建に取り組む。

　　金融事業について　　ファクタリング業務　医療機関の市場性
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　　金融事業について　　リース取扱業務　

当社既存顧客に特化したリース取扱業務

既存顧客からの買換え時におけるリース審査のスピード化、また、個人事業主等において、設備投
資などを潤滑に行えるよう支援する為、今回当社にてリース取扱業務を取り扱うこととなりました。

FTグループ
各拠点

FTグループ
各拠点

㈱ビジネス
パートナー

㈱ビジネス
パートナー

お客様お客様

商談商談

リース契約　＆
地位譲渡承諾書
リース料金の回収

リース契約　＆
地位譲渡承諾書
リース料金の回収

フレクソル
当社100%子会社

フレクソル
当社100%子会社

審査依頼審査依頼

審査結果審査結果 リース会社リース会社

契約売買契約売買

当社グループにてリース資産を引
き受けることなく潤滑に顧客への
設備投資リースの提供を行う
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　　金融事業について　　

金の課題金の課題物の課題物の課題人の課題人の課題

採用ができない

人手不足だか、採用コスト
が高騰

採用ができない

人手不足だか、採用コスト
が高騰

設備投資し、ＩＴ化する必
要があるが、まとまった
資金がない

設備投資し、ＩＴ化する必
要があるが、まとまった
資金がない

中小企業では、資金調達
手段が限定的である

中小企業では、資金調達
手段が限定的である

中小
企業の
課題

中小
企業の
課題

•　商売上手でも資金調達
　　　　　　手段など情報が限定的

•　新規開業資金などは
　　　　　　　　　　　調達困難である　

•　商売上手でも資金調達
　　　　　　手段など情報が限定的

•　新規開業資金などは
　　　　　　　　　　　調達困難である　

FT
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

の
リソース

FT
ｸﾞﾙｰﾌﾟ

の
リソース

事業エリア事業エリア 顧客接点顧客接点 顧客情報顧客情報

北海道から九州まで
事業所展開

北海道から九州まで
事業所展開

営業マンが日々
数件の顧客と接点
月間予測で２万件

営業マンが日々
数件の顧客と接点
月間予測で２万件

技術サービスが
月間５千件の
アフターサービス訪問

技術サービスが
月間５千件の
アフターサービス訪問

インバウンドの
コールセンターにて
月間１万コール

インバウンドの
コールセンターにて
月間１万コール

通信設備・ＩＴ設備
環境の顧客情報を
取り揃えている

通信設備・ＩＴ設備
環境の顧客情報を
取り揃えている

当社グループは、事業エリア・顧客接点・顧客情報においては長年の蓄積にて、中小企業の「悩み」である
「資金」については、顧客に唯一委ねていたが、今後は当社のサービスとして提供できる。

当社グループは、事業エリア・顧客接点・顧客情報においては長年の蓄積にて、中小企業の「悩み」である
「資金」については、顧客に唯一委ねていたが、今後は当社のサービスとして提供できる。

　大手の金融機関やインターネット上での「金融サービス」では、
アプローチ困難な、中小企業へ直接的にサービス提供し、今後
商品開発することで、顧客の「経営支援」が可能と考えています。

　大手の金融機関やインターネット上での「金融サービス」では、
アプローチ困難な、中小企業へ直接的にサービス提供し、今後
商品開発することで、顧客の「経営支援」が可能と考えています。
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2006/11/202006/11/20

光通信グループとの業務資本提携について　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

2006/11/202006/11/20リリースリリース
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ソリュー
ション事業

６１.３億円

ソリュー
ション事業

６１.３億円

モバイル
事業

１３.８億円

モバイル
事業

１３.８億円

サービス＆
サポート

事業

８.０億円

サービス＆
サポート

事業

８.０億円

情報通信機器情報通信機器

ソフトウェアソフトウェア

携帯電話販売高携帯電話販売高

販売手数料販売手数料

ＡＳＰサービス
（フレクソル100％）

ＡＳＰサービス
（フレクソル100％）

ＩＳＰサービス
（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ51％）

ＩＳＰサービス
（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ51％）

オフィスサプライオフィスサプライ

５５.０
億円

５５.０
億円

６.３
億円

６.３
億円

３.１
億円

３.１
億円

１０.７
億円

１０.７
億円

０.６
億円

０.６
億円

５.９
億円

５.９
億円

１.５
億円

１.５
億円

１８年９月期売上高
８３億円

１８年９月期売上高
８３億円

ビジネスホン、複合機、
ｾｷｭﾘﾃｨ商材、ﾈｯﾄﾜｰｸ商材

ビジネスホン、複合機、
ｾｷｭﾘﾃｨ商材、ﾈｯﾄﾜｰｸ商材

「Web構築パック」
「e-Rank」

「Web構築パック」
「e-Rank」

「TCｻｰﾊﾞｰ」（ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ）
「Biz Board」（ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ）

「TCｻｰﾊﾞｰ」（ﾎｽﾃｨﾝｸﾞ）
「Biz Board」（ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ）

「中小法人向けＩＳＰｻｰﾋﾞｽ」
「コミュプラス」（ブログ）

「中小法人向けＩＳＰｻｰﾋﾞｽ」
「コミュプラス」（ブログ）

「いますぐねっと」「いますぐねっと」

NTTドコモ
（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ5店舗）

NTTドコモ
（ｷｬﾘｱｼｮｯﾌﾟ5店舗）

販売、継続手数料販売、継続手数料

ＮＴＴ東西・各メーカー等ＮＴＴ東西・各メーカー等

（自社ブランド商材）（自社ブランド商材）

株式会社アドミラルシステム
イーカムトゥルー（持分法子会社22.7%）

株式会社アドミラルシステム
イーカムトゥルー（持分法子会社22.7%）

アイエフネット（連結子会社51％）アイエフネット（連結子会社51％）

大塚商会大塚商会

NTTドコモNTTドコモ

32万社32万社

1万社1万社

1,000社1,000社

2万社2万社

15万会員15万会員

月販3,000台月販3,000台

営業
330名

営業
330名

営業
30名

営業
30名

15名15名

20名20名

5名5名

60名60名

技術
250名
事務
80名

技術
250名
事務
80名

セグメントセグメント 主な商材、取引関連先主な商材、取引関連先 顧客数／社員数顧客数／社員数

　　業務資本提携について　当社事業分野　　
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ソリュー
ション事業

ソリュー
ション事業

情報通信機器情報通信機器

ソフトウェアソフトウェア

モバイル
事業

モバイル
事業

ｻｰﾋﾞｽ&
ｻﾎﾟｰﾄ事業

ｻｰﾋﾞｽ&
ｻﾎﾟｰﾄ事業

ＮＴＴドコモＮＴＴドコモ

ＡＳＰＡＳＰ

ＩＳＰＩＳＰ

ｵﾌｨｽｻﾌﾟﾗｲｵﾌｨｽｻﾌﾟﾗｲ

施工・メンテ施工・メンテ

・技術部門の法人化の準備は整った
・顧客データベースのクレンジングを
行い顧客戦略の展開

・技術部門の法人化の準備は整った
・顧客データベースのクレンジングを
行い顧客戦略の展開

・ドコモショップ化が進み黒字化が
　見えてきた
・東名阪エリアの展開

・ドコモショップ化が進み黒字化が
　見えてきた
・東名阪エリアの展開

・ＩＳＰ事業は黒字化
・業務支援ｻｰﾋﾞｽの強化

・ＩＳＰ事業は黒字化
・業務支援ｻｰﾋﾞｽの強化

技術部門の法人化による、グルー
プ収益拡大

技術部門の法人化による、グルー
プ収益拡大

ＮＴＴ専売店制度・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ事業ＮＴＴ専売店制度・ｺｰﾙｾﾝﾀｰ事業

au・ソフトバンクなどのエリア的な
展開

au・ソフトバンクなどのエリア的な
展開

金融ｻｰﾋﾞｽの事業化金融ｻｰﾋﾞｽの事業化

ISP事業ではポータル強化ISP事業ではポータル強化

　　業務資本提携について　今後の事業展開　　
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ＳＨＯＰ事業ＳＨＯＰ事業

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
事業

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ
事業

コピー機販売
の業務提携

コピー機販売
の業務提携

東京地区よりエリア展開
販売チャネル・販売網の強化

東京地区よりエリア展開
販売チャネル・販売網の強化

回線サービス商材の販売
当社ユーザーへのアプローチを展開
アクティブユーザーの囲い込みと
デッドユーザーの掘り起こし

回線サービス商材の販売
当社ユーザーへのアプローチを展開
アクティブユーザーの囲い込みと
デッドユーザーの掘り起こし

OA機器の商流部分の統合整備
光通信のスケールメリットを活かした
高収益の販売モデル
設置工事・保守については当社施工部門
を活用

OA機器の商流部分の統合整備
光通信のスケールメリットを活かした
高収益の販売モデル
設置工事・保守については当社施工部門
を活用

時期：2007年1月（予定）
今後：SHOPの出店等検討

時期：2007年1月（予定）
今後：SHOPの出店等検討

　　業務資本提携について　（株）光通信との提携概要　　

時期：2007年1月（予定）
今後：拠点の出店等検討

時期：2007年1月（予定）
今後：拠点の出店等検討

時期：2006年12月（予定）
今後：全社で展開

時期：2006年12月（予定）
今後：全社で展開
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今後の収益について予測　　

ソリュー
ション事業

６１.３億円

ソリュー
ション事業

６１.３億円

モバイル
事業

１３.８億円

モバイル
事業

１３.８億円

サービス＆
サポート

事業

８.０億円

サービス＆
サポート

事業

８.０億円

情報通信機器情報通信機器

ソフトウェアソフトウェア

携帯電話販売高携帯電話販売高

販売手数料販売手数料

ＡＳＰサービス
（フレクソル100％）

ＡＳＰサービス
（フレクソル100％）

ＩＳＰサービス
（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ51％）

ＩＳＰサービス
（ｱｲｴﾌﾈｯﾄ51％）

オフィスサプライオフィスサプライ

５５.０
億円

５５.０
億円

６.３
億円

６.３
億円

３.１
億円

３.１
億円

１０.７
億円

１０.７
億円

０.６
億円

０.６
億円

５.９
億円

５.９
億円

１.５
億円

１.５
億円

下期予想
売上111.7億・経常利益９．３億

下期予想
売上111.7億・経常利益９．３億

2006/4/1～2006/9/30実績2006/4/1～2006/9/30実績

７３.０
億円

７３.０
億円

７.２
億円

７.２
億円

３.３
億円

３.３
億円

１８.８
億円

１８.８
億円

１.１
億円

１.１
億円

６.８
億円

６.８
億円

１.４
億円

１.４
億円

ソリュー
ション事業

８０.２億円

ソリュー
ション事業

８０.２億円

モバイル
事業

２２.１億円

モバイル
事業

２２.１億円

サービス＆
サポート

事業

９.３億円

サービス＆
サポート

事業

９.３億円

上半期実績
売上８３億円・経常損失5.3億円

上半期実績
売上８３億円・経常損失5.3億円

2006/10/1～2007/3/31予想2006/10/1～2007/3/31予想

光通信グループ
との

提携事業

光通信グループ
との

提携事業

金融事業の開始金融事業の開始

通期予想
売上１９５億円

経常利益４億円

通期予想
売上１９５億円

経常利益４億円

リース取扱実績や
事業提携の作業中
であり収益が拡大
することは予測でき
ますが、決まり次第
お知らせいたします。

リース取扱実績や
事業提携の作業中
であり収益が拡大
することは予測でき
ますが、決まり次第
お知らせいたします。
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　会社概要　会社概要

会社名　　　　　　株式会社エフティコミュニケーションズ

代表者　　　　　　代表取締役社長CEO　　畔柳　　誠

本社所在地　　　〒103-0001　東京都中央区日本橋小伝馬町10-1

設立　　　　　　　 1985年8月1日

事業内容 ソリューション事業（情報通信機器販売・据付・保守、ソフトウェア販売）　モバイル事業 　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　（モバイル商品販売）　サービス＆サポート事業（ＡＳＰサービス、ＩＳＰサービス、オフィスサプライサービス）

資本金 　　　　578百万円

証券コード　　　 2763　（JASDAQ）

従業員数　　　　 連結　910名、単体　880名

事業所数　　　　 ビジネスサポートセンター（1）、事業部・支店（13）、営業所（20）、携帯電話ショップ（6）、FCｿﾘｭｰｼｮﾝ（22）、

　　　　　　　　　　　　　 　　FCﾓﾊﾞｲﾙ（8）

グループ会社　　株式会社アイエフネット（連結子会社、出資比率：51％）

株式会社フレクソル（連結子会社、出資比率100％）

株式会社イー・カムトゥルー （関連会社、出資比率22.7％）　　　　　　　　　　　
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ＩＲ担当窓口　 e-mail : info_ir@ftcom.co.jp　
　　　　 　　　　 Tel : 03-5847-2763
　　　　　 　 　　 Fax: 03-5847-2712
　　　 　　 （経営企画部　ＩＲ担当まで）

本説明会および説明資料に含まれる将来の見通しに関する部分は、現時点で
入手可能な情報に基づき判断したものであり、多分に不確定な要素を含んでお
ります。

実際の業績等は、さまざまな要因の変化等により、これらの見通しと異なる場合
がありますことをご了承ください
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