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取締役会長 代表取締役社長

　平素は格別のご高配を賜り、誠にありがとうございます。
　さて、当社第72期(平成28年10月1日から平成29年9月
30日まで)第２四半期累計期間(以下「当中間期」という。)
の事業の概要についてご報告申し上げます。

当中間期の業績総括
当中間期におけるわが国経済は、政府の経済政策や日本銀行に

よる金融政策を背景に企業収益や雇用・所得環境の改善が進み
緩やかな回復基調が継続いたしました。一方で、英国のＥＵ離脱
問題や中国を始めとするアジア新興国等の成長の鈍化、米国新政権
の政策動向に関する懸念等、景気の先行きは不透明な状況が続い
ております。
当社が位置するＩＣＴ(情報通信技術)業界においては、政府に

よる企業のＩＣＴ投資を推進・支援する動きが活発化するとともに
クラウドやビッグデータ、ＩｏＴ(Internet�of�Things)、ＡＩ
(Artificial�Intelligence)等の利活用の拡大が期待されております。
このような環境の中、お客様のＩＣＴソリューションパートナー

として「誠心誠意�お客様のお役に立つ愛される企業」をモットー
に、お客様のそれぞれの地域の特性にあった得意ビジネスの拡販
に取り組むとともに、お客様のＩＣＴに関する課題解決を支援する
「ＩＣＴコンビニサービス」を充実させてまいりました。また、東京
オリンピック・パラリンピックに向けたＩＣＴ需要を取り込むと
ともに、ＩｏＴ、ロボット、ＡＩ等の新しいビジネスの推進を図っ

てまいりました。
しかしながら、当中間期の受注高につきましては、17,312百万円

となり前年同期に比べ12百万円(0.1％)の減少となりました。また、
売上高につきましては、アパレル向けソリューションが伸長したこ
とや、防災ビジネスの大型案件の計上があったものの消防救急無線
デジタル化商談が一巡した影響により21,490百万円となり、前年
同期に比べ886百万円(4.0％)の減収となりました。
利益につきましては、減収となったものの当中間期において

内製化が進み外注費が減少したことに加え、固定資産売却による
特別利益の計上などにより営業利益971百万円(前年同期比5.5
％増)、経常利益1,030百万円(前年同期比5.5％増)、四半期純利
益778百万円(前年同期比40.7％増)となりました。
今後とも「誠心誠意�お客様のお役に立つ愛される企業」を

モットーとして、社会に貢献するとともに業績の維持・拡大を
図り企業価値を一層高めることを目指してまいる所存であります。
株主の皆様におかれましては、引き続き一層のご支援、ご鞭撻

を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

利益配分に関する基本方針
当社は、株主の皆様への利益還元を経営の最重要課題のひとつ
と位置づけた上で、経営体質の強化ならびに積極的な事業展開に
必要な内部留保の充実を勘案し、安定した配当政策を実施する
ことを基本方針としております。
この方針に基づき中間配当金につきましては、１株当たり４円
とさせていただきました。
■ 配当金の推移 (円)

H26/9 H27/9 H28/9 H29/9

中間配当金 6 4 4 4

期末配当金 12 6 4 40（予想）

年間配当金 18 10 8 ―

1 FUSO DENTSU CO., LTD.

Messages from the Management
ごあいさつ

1.平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を
行っております。

2.平成29年４月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合
を行っております。そのため、平成29年９月期(予想)の１株当たり
期末配当金につきましては、当該株式併合の影響を考慮した金額
を記載し、年間配当金合計は「－」として記載しております。

3.１株当たり配当金額には、特別配当が含まれております。

(注)

(注)3 (注)3
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2FUSO DENTSU CO., LTD.

(注)1.平成26年10月１日付で普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。そのため、平成26年９月期の期首に当該株式分割が行われたと 
　 仮定し、１株当たり情報を算定しております。

  2.平成29年４月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を行っております。そのため、平成26年9月期の期首に当該株式併合が行われ 
　たと仮定し、１株当たり情報を算定しております。

中間期末 期末
純資産額（百万円）

7,824

H29/9

6,695

H26/9

6,851

H27/9

6,883

H28/9

四半期（当期）純利益（百万円）
中間期 通期

778

H29/9

904

H26/9

293

H28/9

471

1,088

553

926

H27/9

340
（予想）

H29/9

売上高（百万円）

43,851

H26/9

44,201

H27/9

36,524

H28/9

27,439 27,678

22,377

中間期 通期

21,490

38,000
（予想）

経常利益（百万円）
中間期 通期

600
（予想）

H29/9H26/9

1,240

H27/9

638

1,656

1,380

1,789

H28/9

977
1,030

1株当たり四半期（当期）純利益（円）
中間期 通期

H29/9H28/9H26/9 H27/9

757.02

629.04 644.78

328.08

542.08

385.22

204.05 236.69
（予想）

総資産額（百万円）
中間期末 期末

H29/9H26/9 H27/9

26,171
23,082 23,089 21,998

H28/9

Financial Highlights
財務ハイライト
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除排雪車の運行状況を
リアルタイムで監視するクラウド型ＩｏＴサービスCASE1

自治体 様
地域：東日本（東北地方）　　人口規模：約32万人お客様

働き方改革に向けたペーパーレス化を実現CASE2

ネッツトヨタ富山株式会社 様
所在地：富山県富山市　　店舗数：富山県内８店舗お客様

お客様の⾝近に寄り添い、いつでも、どこでも様々なサービスを利用できる、あたかも
“コンビニ”のような利便さをご提供する「�ＩＣＴコンビニサービス」。ここでは実際の�
導入事例をご紹介いたします。

除排雪の情報提供の拡充と業務効率化
　市民への除排雪状況の情報提供の拡充とともに、除
排雪業務の効率化、迅速化に向けたシステム導入を検
討していました。

業務効率化とコスト削減
　毎月、会議のたびに発生していた配布資料の大量印
刷に関わる多くの作業時間と印刷コストの削減に向け
たペーパーレス化を進めるとともに、外回りの営業ス
タッフが事務所に帰ってから事務処理を行うなど、無
駄な時間の削減を検討していました。

ＩｏＴによる市民へのサービス向上に期待
　除排雪車両にＧＰＳを内蔵したＩｏＴシステムを実装し、市の
ホームページに走行情報を表示。市民は、リアルタイムに除排雪
状況を知ることができ、これにより安心した市民生活が送れるよ
うになりました。また市の係員は、作業状況把握が容易となり、
運転日報など事務処理の効率化を実現いたしました。

タブレット端末によるペーパーレス化と生産性向上
　タブレット端末を利用したシステムを導入し、会議では資料を
電子化したままタブレット端末に表示させ、紙の利用を極力行わ
ないペーパーレス化を実現。これにより印刷作業時間を削減し、
業務効率化が実現されました。また外回りの営業スタッフは、
外出先においてもタブレット端末により事務処理ができる環境
が整い、働き方改革としても生産性が飛躍的に向上いたしました。

導入背景

導入背景

導入概要(効果)

導入概要(効果)

3 FUSO DENTSU CO., LTD.

Topics
トピックス
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働き方改革の取り組み推進について
社員の働きがいやモチベーション向上、
活力あふれる職場環境の構築を重点課題として、
様々な取り組みを行っています。

時間外勤務管理の適正化
毎週水曜日はノー残業デーとするほか、時
間外勤務の適正な管理を徹底することによ
り過重労働防止に取り組んでいます。

女性活躍推進
女性の採用割合を30％以
上とし、女性社員の活躍を
応援します。

在宅勤務制度等の
勤務形態多様化への取り組み
育児・介護休業制度をはじめ、簡易フ
レックス制度、在宅勤務制度といった
ライフステージに適応した勤務形態
を整備し、安心して働ける職場環境作
りに取り組んでいます。

業務効率化の推進
ＩＣＴ企業として、最新のグループ
ウエア導入、会議資料・社内帳票等
の電子化、Web会議の促進、各種
ワークフローの整備等により業務
効率化を推進しています。

ＥＳ活動の推進
社員満足度向上を目的として、社員
一人ひとりが世代や性別に係わらず
仕事にやりがいを持ち、自分の能力や
スキルが活かされ成長できる会社を
目指し、自律的な職場環境の改善に
取り組んでいます。

Close-up
クローズアップ

有給休暇等取得促進
計画年休として毎月１回の有給休暇
の取得促進、またプレミアムフライ
デーの一環として毎月1回金曜日の
有給休暇もしくは半日有給休暇の取
得促進をし、有給休暇取得率の向上
に取り組んでいます。

4FUSO DENTSU CO., LTD.
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株式の状況
発行可能株式総数 60,000,000株
発行済株式の総数 17,402,456株※

株主数 1,256名

所有者別株式分布

※自己株式3,037,148株を含む

（注）1.�当社は自己株式3,037,148株を所有しておりますが、上記の大株
� 　主に含めておりません。
� 2.�持株比率は自己株式3,037,148株を控除して計算しております。

大株主の状況
株主名 持株数（株） 持株比率（％）

扶桑電通従業員持株会 2,881,096 20.05 
滝内　裕子 800,436 5.57 
太田　雅子 791,000 5.50 
株式会社みずほ銀行 697,536 4.85 
吉田　　稔 331,000 2.30 
ＨＴホールディングス株式会社 310,000 2.15 
建部　六郎 206,000 1.43 
加藤　盛三 160,000 1.11 
大平　昭夫 150,000 1.04 
山崎　栄子 150,000 1.04 

個人・その他
73.29%

自己株式
17.45%

金融機関
5.03%

その他
国内法人
4.11%

外国人
0.02%

証券会社
0.10%

発行済株式の総数
17,402,456株

会社の概要

商号 扶桑電通株式会社　
FUSO�DENTSU�CO.,�LTD.

本社 東京都中央区築地五丁目4番18号
TEL�03(3544)7211（代表）
FAX�03(3544)7210

設立年月 昭和23年3月
資本金 10億8,350万円
従業員数 965名

役員および執行役員の状況
取締役会長 藤井　秀樹
代表取締役社長社長執行役員 児玉　栄次
取締役常務執行役員 大西　正純
取締役常務執行役員 仲　　羊一
取締役常務執行役員 有冨　英治
取締役（常勤監査等委員） 草野　雄二
取締役（監査等委員） 泉澤　大介
取締役（監査等委員） 苫米地邦男
執行役員 原田　常一
執行役員 村田　光博
執行役員 海保　秀久
執行役員 高橋　秀仁
執行役員 長縄　朋哉
執行役員 北　　拓兒
執行役員 池田　昌和
執行役員 辻井　伸之
執行役員 山田　　均
（注）監査等委員である取締役泉澤大介および苫米地邦男の両氏は、
　���社外取締役であります。

株式の状況に関しては、平成29年３月31日現在のため、平成29年
４月１日を効力発生日とする株式併合後のデータは反映されてお
りません。

Corporate Data
会社の概要／株式の状況（平成29年3月31日現在）

5 FUSO DENTSU CO., LTD.
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全国証券取引所は、投資家の利便性向上を目的にすべての国内
上場会社の普通株式の売買単位が100株となることを目指して
おります。当社はこの趣旨を尊重し、平成29年４月１日をもって当
社普通株式の単元株式数を1,000株から100株に変更し、併せて10
株を１株に株式併合いたしました。

Q3 株主自身で、何か必要な手続きはありますか。

Ａ3 株主様にお願いする特段の手続きはございません。

Q1 株式併合によって所有株式数が減少しますが、資産価値に影響を与えないのですか。

Ａ1 株式併合の前後で会社の資産や資本の変化はありませんので、株式市況の変動など他の要因を別にすれば、株主様が
ご所有の当社株式の資産価値が変わることはございません。ご所有株式数は併合前の10分の１となりますが、逆に、
１株当たりの純資産額は10倍となるためです。また、株価につきましても、理論上は、併合前の10倍となります。

Q2 株式併合によって所有株式数が減少しますが、受け取る配当金はどうなるのでしょうか。

Ａ2 ご所有株式数は10分の１となりますが、１株当たりの配当金を10倍とする予定であるため、業績の変動など他の
要因を別にすれば、株式併合によって株主様の受取配当金総額が変動することはございません。ただし、株式併合に
より生じた端数株式につきましては、当該端数株式に係る配当は生じません。 

1 0 0株未満の株式を、当社に対して市場価格で売却でき
る制度です。

100株（単元株式）に不足する数の株式を、当社から市場価
格で買い増し、単元株にすることができる制度です。

例 60株を保有の場合、市場では売却できませんが、市場価格
で当社が買い取りいたします。 例 60株を保有の場合、40株を買い増して、100株とすること

ができます。

単元未満株式買取・買増制度のご案内
買増請求

Shareholders Information
株主インフォメーション

買取請求

株式併合

10株 1株併合変更

単元株式数の変更
従 来

1,000株
現 在

100株

単元株式数の変更および株式併合についてのＱ＆Ａ

当社に市場価格で売却 現金化

¥60株 60株ー =
¥

40株を当社から
市場価格で購入

単元株式（100株）

60株 40株 100株+ =

単元株式数の変更と株式併合について

6FUSO DENTSU CO., LTD.
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配当金計算書(配当金および端数株処分代金計算書)について
　配当金お支払いの際にご送付しております「配当金計算書(配当金
および端数株処分代金計算書)」は、租税特別措置法の規定に基づく
「支払通知書」を兼ねております。確定申告を行う際は、その添付資料
としてご使用いただくことができます。ただし、株式数比例配分方式
をご選択いただいている株主様につきましては、源泉徴収税額の計算
は証券会社等にて行われます。確定申告を行う際の添付資料につきま
しては、お取引の証券会社等にご確認をお願いいたします。
　なお、配当金領収証にて配当金をお受け取りの株主様につきましても、
「配当金計算書(配当金および端数株処分代金計算書)」を同封させてい
ただいております。確定申告をなされる株主様は、大切に保管ください。

住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
　株主様の口座のある証券会社にお申出ください。なお、証券会社に
口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口座
管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

この報告書は、FSC®認証紙と、
環境に優しい植物油インキを
使用して印刷しています。

〒 104-0045 東京都中央区築地五丁目4番18号
TEL 03(3544)7211　FAX 03(3544)7210

ＩＲカレンダー
第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期

10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月

決 算
発 表
株 主
総 会

配 当

●通期 ●第1四半期

●定時株主総会

●期末配当金支払 ●中間配当金支払

●第2四半期 ●第3四半期

本冊子より詳細な情報は
当社ホームページよりご覧いただけます。

ＩＣＴコンビニサービス
サービスラインナップと導入
事例をご紹介しております。

ＩＲ情報
決算短信などのＩＲ資料を
公開しております。

扶桑電通

http://www.fusodentsu.co.jp/

（注）�平成29年４月１日を効力発生日として、当社の普通株式10株を１株に併合し、
単元株式数を1,000株から100株に変更しております。

株主メモ
事 業 年 度 毎年10月１日から翌年９月30日まで
配 当 金 受 領
株 主 確 定 日

９月30日および中間配当を実施するとき
は３月31日

定時株主総会 毎年12月
単 元 株 式 数 100株（注）

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の
口座管理機関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵便物送付先
（電話照会先）

〒168-0063　
東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話　0120-782-031（フリーダイヤル）

公 告 方 法 電子公告
http://www.fusodentsu.co.jp/
ただし、事故その他やむを得ない事由によ
って電子公告による公告をすることができ
ない場合は、日本経済新聞に掲載する方法
とする。
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