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TOP MESSAGE

当期は、法人事業における営業力強化の一環として、

パートナー企業（販売代理店）の開拓を推進し、ビジ

ネスホンおよびOA機器、WEB商材等の拡大に結び付け

ていきました。昨年5月には、会員制代理店組織を運営

する㈱アントレプレナーを連結子会社化し、シナジー

増強を図る一方、中・四国地方に強い販売基盤を持つ

㈱アドバンスサポートとの合弁により㈱グロースブレイブ

ジャパンを設立し、販売を強化しつつ仕入れ面のボリューム

メリットを確保しました。

注力商材では、LED照明の販売が好調となり、特に

昨年8月から開始したLED照明「L-eeDo（エルイード）」

の月額レンタル化による急拡大が業績に大きく寄与しま

した。今年3月には、「L-eeDo」の商標権を持つ㈱電

通ワークスから、同商標権も含めてLED事業を譲受しま

した。これにより、LED照明の仕入れ原価が低減され、

今後はさらなる利益貢献が期待できます。

以上の結果、当期の連結業績は、増収および大幅増

益を果たしました（詳細はp5をご参照ください）。

当社は現在、前述のパートナー企業の開拓や、LED

照明を中心とする環境関連商材の拡販と並行して、継続

的な収益につながるストック商材の拡大に力を入れてい

ます。ストック商材全体による当期末粗利は、前期末の

1.4倍に成長しています。

次期（2013年3月期）は、これをさらに1.5倍に伸ばす

べく、既存のストック商材に加え、ネットワークセキュ

リティ用ハードウェア＋クラウドサービスの総合提案や、

Facebookページ制作、モバイルLTEといった新たなスト

ック商材を拡販し、グループ全体でストック収益の積み

上げを加速していきます。

同時に、今年4月にスタートしたポイント交換型ECサ

イトによる新事業、そして、9月に予定しているCRM（顧

客管理）システムの本稼働により、さらなる顧客満足度

の向上と利益改善を図ってまいります。

今回の期末配当は、予定通り1株当たり1,000円とさ

せていただきました。これにより、中間配当と合わせた

年間配当額は同1,500円（前期同額）となりました。

次期の連結業績は、引き続き増収増益を見込んでい

ます。「営業利益100億円」を中長期的な目標に、グループ

一丸となって営業強化とストック収益の拡大に努め、高

収益体質への転換を果たしてまいります。

株主の皆様におかれましては、当社事業の将来にご

期待いただき、今後ともご支援を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

パートナー企業の開拓による営業強化を推進
LED照明の好調も寄与し、増収・大幅増益を達成

継続収益につながるストック商材の拡大とともに
顧客満足度と利益率のさらなる向上へ 次期は引き続き増収増益の見通し

「営業利益100億円」の達成に向けて邁進

営業強化とストック収益の拡大により
高収益体質に転換していきます。

代表取締役社長CEO
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エフティコミュニケーションズ躍進の秘密 ❶

代理店・パートナー制度とは？ 成長力を支える営業パートナーシップ

契 約

納品・工事

契約書類契約書類

入 金

契約書類契約書類 手数料

リース会社 FTC
（当社）

販売店お客様

法人事業では、自社営業部門の強化と並行して、パートナー企業（販売代

理店）の開拓に注力し、外部への販売委託を通じて売上を拡大させています。

当社の代理店・パートナー制度は、「フランチャイズ契約」「委託店契約」

「商品売買契約」の3つの契約形態により、取扱い商品の販売を委託します。

「フランチャイズ契約」では、当社フランチャイズ加盟店名称を用いたNTT

特約店としての営業活動を、「委託店契約」では、自社企業名による営業活動

を、それぞれ行います。「商品売買契約」は、取扱い商品を卸価格で提供す

るものです。

フランチャイズ加盟店・委託店は、当社の営業パートナーとして販売契約を

獲得し、お客様への納品・工事は当社グループが行います。当社は、代理店・

パートナー制度により、フレキシブルな販売戦力を確保しつつ、規模の拡大を

活かし、商品仕入れコストを低減します。

■代理店・パートナー制度の契約形態

■パートナー企業に対する支援体制

茨城県つくば市に、宿泊設備も備えた最大収容人数200名の研修施設
を設置しています。分割式ホールと大小の教室の活用により、少人数の
集中型研修から100名以上の大規模研修まで対応。代理店の要望に
基づいた研修カリキュラムを実施することができます。

代理店サポート施設「つくばビジネスサポートセンター」

不定期開催
キャンペーン
の実施

月次成功事例
報告会

（Web会議）

エリア別の
新商材説明会

商材別
キャンペーン
の実施

年4回の
販売コンテスト
（P-1グランプリ）

加盟店専用
サイトによる
情報提供

■パートナー企業から見たメリット
フランチャイズ加盟店・委託店のメリットとしては、まず、

商品開拓業務が不要で、NTTブランド商品をはじめと

する当社グループの商材を全て取扱い可能、という点が

挙げられます。そして、それらの商材は、グループ全体の

共同仕入れによって低価格で提供されるため、大きなコスト

メリットをもたらします。

さらに、商品情報や営業ノウハウの共有、当社全国拠点

やサービスセンターの利用といったグループシナジーを

活用でき、各種サポートも得られます。

当社は、フランチャイズ加盟店・委託店の営業活動を

さまざまな形でサポートしています。

研修カリキュラムや、販売パートナーオーナー会議の開催

を通じて、専門知識の習得と営業情報の共有・有効活用

を図り、販売力向上を促進する一方、各エリアの当社

直営拠点では、同行・合同営業や相談対応などのきめ

細かな支援を行っています。

この他、お客様からの問合せや故障連絡に対する一次

対応などの技術サポート体制、事務処理関連のサポート

体制についても充実しています。
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国内住宅用太陽光発電システム市場規模推移 （億円）

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
（予想）

2012
（予想）

2013
（予想）

2014
（予想）

2015
（予想）

2020
（予想）

（出典）株式会社矢野経済研究所

1,783 1,607 1,228 1,317

3,334

5,045
5,628 6,043

6,593 6,952 7,404

8,654

エフティコミュニケーションズ躍進の秘密 ❷

成長中の環境関連商材とは？ 環境保全・省エネ需要の高まりに対応

LED照明を月額レンタルにて提供することにより、お客様 

の初期投資コストを抑えることが可能となり、レンタル 

スキーム導入後は、急速に販売が伸び、当社の業績に大

きく貢献することとなりました。また、当社が進める代理

店・パートナー戦略に

おいても最適な取扱い

商材となり、次期は、

さらに販売が加速する

ものと思われます。

LED照明 『L-eeDo（エルイード）』 の商標権をもつ
㈱ 電 通ワー クス がLED事 業 から 撤 退することと
なったため、2012年3月に商標権も含めLED事業

を譲り受けました。

住宅用太陽光発電システム市場は、余
剰電力買取制度などの導入支援制度や
国と各自治体からの助成金制度を追い
風に成長を維持しております。
2015年度には7,404億円（2010年度
比146.8％）、2020年度には8,654
億円（2010年度比171.5％）まで拡大
するものと予測されています。

当社連結子会社の㈱ジャパンＴＳＳは、ビジネスホン

等の通信機器設備工事から環境関連商材であります

ＬＥＤ照明や太陽光発電システムの施工も行います。

販売から施工・保守までグループ内で完結するトータル

サポート体制をとっております。

環境問題や資源問題への取り組みに関心が高まる中で、

自然エネルギーの「太陽光エネルギー」が注目されて

います。当社グループは、太陽光発電システムを各家庭

で利用できることが、深刻化する問題への解決に繋がる

ものとして、普及に取り組んでいます。

太陽光発電システムは、当社連結子会社のハイブリッド・

サービス㈱で取り扱っており、豊富なメーカーの一般住宅

向商品や公共・産業用商品の太陽光発電システムをはじ

め、IHクッキングヒーターやエコキュートのオール電化商品

など、お客様のご要望に沿ったシステム調達を可能にして

います。

LED照明「L-eeDo」事業譲受

■LED照明レンタルの状況
2011年8月に
LED照明『L-eeDo（エルイード）』のレンタル開始

施工は、当社連結子会社の
㈱ジャパンＴＳＳが担当します。

■環境関連商材の施工について ■太陽光発電システムの市場成長への期待

NEWS 国内太陽光発電システム
市場規模の推移

販売は順
調に
推移
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ビジネスホン ＬＥＤ照明

太陽光発電

複合機

フロー型ビジネスモデル

サーバ

Facebook
制作サービス

ストック型ビジネスモデル

スマートフォン、タブレット型端末

ＵＴＭ
（ネットワークセキュリティ）新たな

ストック商材

当社グループ
ＩＳＰ

FTTH
（光ファイバー）

当社グループ
モバイルWi-Fi

ス
ト
ッ
ク
保
有
件
数

現在 将来 

既存の
ストック商材

新ストック商材

新ストック商材

当社グループ全体での取り組みを加速

ストック保有件数
約25万件

OA機器カウンター
ビジネスホン定額保守
携帯電話
モバイルLTE
ISP（IP ONE）

facebook制作サービス
ポータルサイト（Bizloop）
ホスティングおまかせナビ
サーバの定額保守
クラウドサービス等

エフティコミュニケーションズ躍進の秘密 ❸

ストック型収益の拡大とは？ 持続的な成長を担う安定収益の確保

フロー型サービスは、取引が一度きりという場合が多く、

故障した場合は実費保守を行うサービスとなり、お客様

との接点も少なく顧客満足度の向上にはつながりません。

一方、当社が注力しているストック型サービスは、定期

的に保守対応を行うため、お客様との接点も多く、より

多くのニーズの蓄積が可能となり、次の新商材・サービス

につながります。

■ストック収益積み上げイメージ
顧客満足度の向上と顧客ニーズの蓄積による
新商材・サービスの発掘

■ストック型サービスが必要な理由

当社グループ全体でのストック型サービスの取り組みを加速
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2012年3月期 連結決算ダイジェスト 業績の詳細については当社IRサイトをご参照ください。 http://ir.ftcom.co.jp/エフティ IR  検索
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少数株主利益
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LED照明やOA機器、ドコモショップ携帯
電話、通信機器設備工事などの販売拡大に
より、当期の売上高は、442億63百万円（前
期比6.3％増）と順調な伸びを示しました。

利益面は、増収効果に加えて、販売費及び
一般管理費の減少により大幅に改善し、営業
利益12億14百万円（前期比161.1％増）、経常
利益13億84百万円（同174.1％増）、当期純
利益8億92百万円（同241.4％増）となりま
した。

当期の概況

損益状況の変化について（百万円）
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増収に伴い、売上原価も321億82百万円
（前期比7.4％増）と増加しましたが、節減効
果により、販売費及び一般管理費は108億
68百万円（同3.3％減）と減少し、営業利益
の増加に寄与しました。売上高販売費及び
一般管理費比率は、前期比で2.4ポイント減
少し、24.6％となりました。
また、営業外収益における取引先からの受

取ロイヤリティーの拡大が顕著となりました。

総資産は、LED事業の譲受による商品の
増加などから177億39百万円（前期比11.5％増）
となりました。負債合計は、短期借入金の増
加などにより124億48百万円（同7.7％増）、
純資産合計は、利益剰余金の増加により52
億90百万円（同21.6％増）となりました。

資産の状況 （百万円）

流動資産
流動負債

純 資 産

15,217
11,272

固定負債 1,176

固定資産 2,522
5,290
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セグメント別の状況

2012年3月期　
売上高割合

UP

DOWN UP

UP

UP

マーキングサプライ品は、安価販売を極力

抑え、利益率改善に努めました。一方、太陽

光発電システムやLED照明等の環境関連商材

は、省エネ・節電需要の高まりを受け、売上

高が増加しました。その他、ファシリティ、

ラベリング、ファニチャー関連商材の販売も

順調に推移しました。

次期は、新規顧客・販売代理店の開拓、輸入

商品の取扱い強化、そして物流・業務コスト

の削減により、収益力の向上を図ります。

法人事業 Corporations Business

コンシューマ事業 Consumer Business マーキングサプライ事業 Marking Supply Business

■ 売上高

■ 売上高 ■ 売上高

当期の状況と次期の展開

当期の状況と次期の展開 当期の状況と次期の展開

■ 営業利益

■ 営業損失 ■ 営業利益

18,676

21,858

百万円

4,035 百万円 百万円

1,145 百万円

△36 百万円 231 百万円

前期比

前期比

前期比

前期比

14.7％

DOWN 6.1％

140.7％

122.7％

マーキングサプライ事業

トナー・インクカート
リッジ等プリンタ印字
まわりの消耗品の卸販売を中心に、太陽
光発電システムやオーダー家具も展開。

49.1%

法人事業

ビジネスホン、OA機器、携帯電話
等の販売とインターネット関連
サービスを中小企業・個人事業主
に提供。

42.1%

コンシューマ
事業

光ファイバー回線サービス・ISPの一
般消費者向け販売と、ドコモショップ
の運営。

8.8%

前期比 △19.6％ 前期実績△3百万円

光ファイバー回線サービスおよびISPの販売

は、ストック収益の確保に注力したことなど

から減収となりましたが、これによりISPの 

ストック収益は着実に上積みを図ることがで

きました。ドコモショップは、出張販売の実

施や戦略的出店により、全体の販売数は堅調

に推移しました。

次期は、ISPのストック収益積み上げを加

速しつつ、ドコモショップではスマートフォン・

タブレット型端末の拡販を強化します。

法人向け販売におけるスマートフォン対応商

材およびLED照明「L-eeDo」のレンタル販売、

WEB商材におけるソーシャルメディア関連 

サービスなど、新商材による売上確保を図り 

ました。また、電気通信設備工事・保守は、

グループ内の業務効率化と同時に、グループ

外案件の受注に努めました。

次期は、新たに導入するCRMシステムを 

活用した戦略的営業活動を展開し、引き続き

新規開拓に注力していきます。
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環境保全のため、植物油インキを
使用して印刷しています。

※ 特別口座に記録された株式をご所有の株主様は配当金の受領方法として株式数比例配分方式は
お選びいただけません。

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●特別口座から一般口座への振替請求
●単元未満株式の買取（買増）請求
●住所・氏名等のご変更
●特別口座の残高照会
●配当金の受領方法の指定※

特別口座の
口座管理

機関

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081 東京都江東区
東砂七丁目10番11号
TEL: 0120-232-711（通話料無料）

［手続き書類のご請求方法］
●音声自動応答電話によるご請求
  0120-244-479（通話料無料）
●インターネットによるダウンロード
  http://www.tr.mufg.jp/daikou/

●郵送物等の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主
名簿

管理人

お手続き、ご照会等の内容 お問合せ先

●郵送物等の発送と返戻に関するご照会
●支払期間経過後の配当金に関するご照会
●株式事務に関する一般的なお問合せ

株主
名簿

管理人

三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
証券代行部
〒137-8081 東京都江東区
東砂七丁目10番11号
TEL: 0120-232-711（通話料無料）

●上記以外のお手続き、ご照会等 口座を開設されている証券会社等にお問合せください。

会 社 名 株式会社エフティコミュニケーションズ
設 立 1985（昭和60）年8月１日
資 本 金 1,164百万円

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 連結1,201名　　単体425名

会社概要

所有者別株式分布状況
金融機関
（2,290株）2.08%

金融商品取引業者
（839株）0.76%

その他の法人
（34,885株）31.71%

外国法人等
（122株）0.11%

個人・その他（69,937株）63.57%

自己名義株式
（1,947株）1.77% 証券会社等の口座に記録された株式

特別口座に記録された株式

事 業 年 度 4月1日から翌年3月31日まで
期 末 配 当 金
受 領 株 主 確 定 日 3月31日

中 間 配 当 金
受 領 株 主 確 定 日 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
特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同 連 絡 先
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部
〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号
TEL：0120-232-711（通話料無料）

上 場 証 券 取 引 所 大阪証券取引所 JASDAQ市場

公 告 の 方 法
電子公告により行う。
公告掲載URL　http://www.ftcom.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）
１． 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、原則、口座を開設さ

れている口座管理機関（証券会社等）で承ることとなっております。口座を開設されている
証券会社等にお問合せください。株主名簿管理人（三菱ＵＦＪ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。

２． 特別口座に記録された株式に関する各種お手続きにつきましては、三菱ＵＦＪ信託
銀行が口座管理機関となっておりますので、上記特別口座の口座管理機関（三菱
UFJ信託銀行）にお問合せください。なお、三菱UFJ信託銀行全国各支店にても
お取次ぎいたします。

３． 未受領の配当金につきましては、三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。

株式に関するお手続きについて

株　主　名 持株数（株） 持株比率（％）
株式会社光通信 17,900 16.56 
畔柳　誠 14,447 13.37 
株式会社ハローコミュニケーションズ 12,900 11.94 
平﨑　敏之 7,060 6.53 
エフティコミュニケーションズ従業員持株会 3,262 3.02 

大株主

※持株比率は当社保有の自己株式（1,947株）を控除して計算しております。

株式の状況
発行可能株式総数 230,000株 
発 行 済 株 式 総 数 110,020株
株 主 数 4,250名

代表取締役社長 畔柳　誠 取 締 役 石田　誠
代表取締役副社長 平﨑　敏之 常勤監査役 小檜山　義男
取 締 役 清水　直也 監 査 役 半田　茂
取 締 役 重川　晴彦 監 査 役 隈部　泰正
取 締 役 鳴海　輝正

取締役および監査役（2012年6月28日現在）　　　　　　　

株 主 メ モコ ー ポ レ ー ト デ ー タ
（2012年3月31日現在）

〒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

ホームページのご案内

www.ftcom.co.jp

www.facebook.com/FTCommunications

■ コーポレートサイト

■ 公式Facebookページ
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