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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71期事業年度（平成27年10月1日から平成
28年9月30日まで）が終了いたしましたので、ここに事業
の概要をとりまとめご報告申し上げます。

当期の業績総括
当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・所得環境の改善が続くなど緩
やかな回復基調で推移いたしました。しかしながら、中国を始めと
するアジア新興国等や資源国等の景気の下振れによるリスクや、
英国のＥＵ離脱問題など景気の先行きは依然として不透明な状況
となっております。
一方、当社が位置するICT（情報通信技術）業界においては、今後

の成長に向けた戦略的IT投資としてITのビジネスへの活用やIT基
盤の統合・再構築および情報セキュリティ対策などへの投資意欲
があるものの、先行きの不透明感から慎重さが増しており、公共投
資については緩やかな減少傾向にあるなど、厳しい経営環境が続
いております。
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、当社の強みである地域に密着したサポートを徹底し、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」の認
知度向上と提案力強化に取り組んでまいりました。
また、技術部門再編による効率的なビジネス対応力の強化を図

るとともに、各地方店所においては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み、戦略的IT投資に向けたソリュー
ションビジネス、地方自治体ビジネス、通信インフラ関連ビジネス
の防災行政無線や衛星通信を使った衛星IPネットワークサービス
などを推進してまいりました。
しかしながら、消防救急無線のデジタル化商談、自動車販売店向
けシステムの更新商談が一巡したことや、電力ビジネスの減少、通
信機器部門および電子機器部門の受注の伸び悩みなどにより当期
の売上高は36,524百万円となり前年同期に比べ7,677百万円
（17.4％）の減収となりました。利益につきましては、技術部門再
編による効率的な対応により粗利益率が改善したことに加え、業
務効率化やコスト削減に努めたことにより販売管理費が減少した
ものの売上高の減少をカバーするにはいたらず、営業利益は528
百万円となり前年同期に比べ531百万円（50.2％）の減益、経常利
益は638百万円となり前年同期に比べ601百万円（48.5％）の減
益となりました。当期純利益は平成28年度税制改正に伴う実効税
率の引き下げにより、繰延税金資産の取り崩しが発生したことか
ら293百万円となり前年同期に比べ178百万円（37.8％）の減益
となりました。
今後の見通しにつきましては、中長期的な会社の経営戦略を着

実に実践するとともに、2020年の東京オリンピック・パラリンピ
ックに向けたICT需要などを積極的に取り込み、受注・売上の拡大
を目指してまいります。また、引き続き技術部門再編による効率的
な対応力の強化を図り収益の向上に努めてまいります。
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。
この方針に基づき当期の配当につきましては、中間配当金４円
を含めまして１株当たりの年間配当金を８円とさせていただきま
した。
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当社は、「ネットワーク」「ソリュー
ション」「ファシリティ」の３つの事業
を柱として、全国54カ所の拠点に要員
を配し、お客様の業務についてのコン
サルティングからシステムの設計・開
発・施工・運用・保守までをワンスト
ップでサービス提供しております。

ネットワーク
ソリューション事業

SIソリューション事業 ファシリティサービス事業

お客様の業務、環境に合わせ
音声通話、LAN、WANなどのネ
ットワークをトータルな視点で
効率化できるよう最適なご提案
をしております。設計・施工・運
用・保守までを一貫してご提供す
ることで、お客様が安心して利用
できる環境を実現しております。

当社が永年にわたり培ってき
た業務ノウハウをベースに、お客
様の業務を効率化するための最
適なソリューションをご提案し
ております。お客様の事業基盤
となるプラットフォームや情報
システムを、多彩なパッケージソ
フトと開発・構築ノウハウにより、
設計・開発・構築・運用・保守ま
でワンストップでご提供してお
ります。

省エネを中心とした設備工事
を展開しております。スーパー、
コンビニエンスストア、病院等の
施設に、CO2排出の削減や省エ
ネをご提案しております。また
省エネ推進の診断から、提案、設
備工事、保守までをサポートする
ことで、お客様のコスト削減を実
現しております。

平成26年、当社の取り扱う
幅広い商品やサービスをお客
様の課題や目的別に体系化し
て、「ICTコンビニサービス」
を立ち上げました。お客様の
身近に寄り添い、いつでもど
こでも利用できる街のコンビ
ニのような利便性を追求して
おります。

お客様のICTの課題を
「ICTコンビニサービス」
で解決するビジネス
パートナーを目指して
まいります。

2FUSO DENTSU CO., LTD.
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私たち扶桑電通は、「ネットワーク」「ソリ
ューション」「ファシリティ」の3つの事業を
柱として、全国のお客様の様々なビジネス
シーンをお手伝いしております。

日々当たり前のように使われているシス
テムにも扶桑電通の技術が活用されており
ます。お客様の安心、安全を扶桑電通のサー
ビスは24時間365日支え続けております。

工場・倉庫
● 情報通信設備工事
● 生産管理システム
● CADシステム
● 物流管理システム
● 監視カメラ

発電所・変電所
● 電力用通信ネットワーク
● 設備工事

金融機関
● IP-PBX
● 監視カメラ

図書館
● 図書管理システム
● 入館者管理システム
● 無線LAN（Wi-Fi）
● セキュリティゲート

消防署
● 消防・救急デジタル
　 無線システム
● 消防指令システム

あの場所で、
この場所で、
お客様のサービスを
支え続けております。

3 FUSO DENTSU CO., LTD.

ICT CONVENIENCE SERVICES
ICTコンビニサービス
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カーディーラー
● セキュリティマネジメントシステム
● 間接材調達支援サービス
● テレビ会議システム
● デジタルサイネージ
● LCMサービス

自治体
● 災害対策・防災行政無線
● 住民情報システム
● 総合福祉・介護保険システム
● 水道料金システム

オフィスビル
● UC（ユニファイド・コミュニケーション）
● ビル管理システム
● テレビ会議システム
● 情報セキュリティ対策システム
● 販売・会計・人事給与システム 等

デパート/コンビニ/
スーパーマーケット
● POSシステム
● デジタルサイネージ
● 省エネサービス
● LED照明

データセンター
● クラウドサービス
　 （SaaS,PaaS,laaS）
● ハウジングサービス
● BCP（事業継続）サービス

ホテル
● 宿泊予約システム
● 課金精算システム
● 婚礼・宴会システム

工場・倉庫
● 情報通信設備工事
● 生産管理システム
● CADシステム
● 物流管理システム
● 監視カメラ

競技場
● スコアボード
● 施設管理システム
● 予約管理システム

病　院
● 電子カルテシステム
● ナースコールシステム
● 地域連携システム
● 医事会計システム
● 院内PHSシステム

車　両
● 運行管理システム
● 車載端末
● 車両位置管理システム
● 除雪車運行管理システム

4FUSO DENTSU CO., LTD.
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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。

CASE 1

CASE 2

【お客様】　かめや別館もつ焼きこがめ 様
食肉センター直送の「もつ」を使って「安くおいしい料理をお客様に」をモットーにした
親しみのあるお店です。

【お客様】　自治体 様
地域：西日本　 人口規模：約100万人　 世帯数：約40万世帯

新店舗立上げに伴い、
安価なオーダーエントリーシステム導入を検討
　新店舗の立上げを機に、店舗経営業務における売上集
計や分析が可能なシステムを導入することでお店の収益
アップにつながり、導入一次コストが安価な上に未経験
の従業員でも簡単に操作を覚えることが可能なオーダー
エントリーシステムの導入を検討していました。

防災情報機器の老朽化による
独自ネットワークの構築
　防災情報ネットワーク機器の老朽化に伴い、大規模災
害に備えたネットワーク回線の見直しを実施。拠点間通
信サービスで独自ネットワークの構築が可能なことや光
ファイバー・ADSL設備の構築ができない地域でも利用
可能な仕組みについて検討していました。

アルバイト初心者でも、すぐに覚えられる
　決め手の１つ目は導入コストが安いこと、２つ目は操作性が非常
に良いこと。現代のスマートフォンの普及により、日頃より使い慣
れていることからパートやアルバイトの初心者でも抵抗を感じる
ことがない、iPod�touchを活用したオーダーエントリーシステム
「Encyclo�Bistron/R」の導入を決定しました。

衛星ブロードバンド回線で
防災ネットワークのバックアップ回線を構築
　各端末局を接続した地上回線の防災行政無線システムによる更
新ではなく、大規模災害に備えた衛星ブロードバンド回線を活用し
たバックアップ回線により強固なインフラ環境を実現し、設置場所
を選ばない衛星アンテナの設置で地域格差のない構築が図れるこ
と。また西日本地区における多数の自治体への導入実績を評価し、
導入を決定しました。

導入背景

導入背景

導入のポイント

導入のポイント

ローコストで導入可能、直感的な操作性を追求したオーダーエントリーシステム

南南西の空に衛星ブロードバンドを用いた通信バックアップ回線を構築

飲食店向けオーダーエントリーシステム

衛星インターネット接続サービスIPSTAR

5 FUSO DENTSU CO., LTD.

Close-up
クローズアップ
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平成28年4月に兵庫県相生市の施設命名権(ネーミング
ライツ)契約先である、同市の相生市文化会館「  扶
桑電通なぎさホール」が完成しオープンいたしました。

多くの市民の皆様に親しまれ
るとともに、文化・芸術・地域活
動に活用されることを期待して
おります。

当社は、「ICTコンビニサービ
ス」の展開を含め、これからも市
民の皆様とともに地域活性化に
つながるよう取り組んでまいり
ます。

当社では、全国の各事業所周辺の清掃活動、各地で実施
される美化活動、植樹活動などに積極的に取り組み、地域
の環境保全に貢献しております。

今後も環境に配慮した事業活動および地域社会との共
生を通じて、持続可能な環境・社会の実現に貢献してまい
ります。

技術革新が激しいICT業界においては、最新技術習得
への対応、お客様の要求を的確に実現できる提案力が重
要となっております。

平成28年6月に総務省関東総合通信局長より、多年に
わたり電気通信主任技術者および工事担任者の養成に尽
力し、最新技術の知識修得に向けた取り組みを推進する
など、安心・安全な情
報通信基盤の維持向上
と人材の育成に多大な
貢献をしたことを功績
として表彰されました。

平成28年4月以降熊本県周辺で断続的に発生してお
ります地震による被害に対し、被災地と被災された方々
が一日も早く日常の生活を取り戻せるよう、熊本県へ義
援金を拠出いたしました。

熊本県知事蒲島郁夫様より義援金の御礼と一日も早い
復興を約束するメッ
セージをいただきま
した。

協定期間 平成28年4月1日～平成31年3月31日

▲植樹活動（本社）

▲清掃活動（岡山営業所）

施設命名権契約先である相生市文化会館
「  扶桑電通なぎさホール」がオープン

全国各地で環境保全活動を積極展開

平成28年度「電波の日・情報通信月間」表彰
～「情報通信月間」関東総合通信局長表彰～

熊本地震の被災地と被災された方々が
一日も早く日常の生活を取り戻せるように

6FUSO DENTSU CO., LTD.
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※ 当社は、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25年9月期の期首に当該株式分割が行われたものと仮定して、１株当たり情報を算定しております。

H25/9

42,050
45,371

42,990

35,102

H26/9 H27/9 H28/9

■ 受注高（百万円）

H25/9

711

904

H26/9

293

H28/9

47.73
62.90 471

H27/9

■  当期純利益（百万円）
■ 1株当たり当期純利益（円）

20.40
32.81

H25/9

39,922
43,851

H26/9

44,201

H27/9

36,524

H28/9

■ 売上高（百万円）

21,998

H28/9H25/9

21,121
23,082

H26/9

23,089

H27/9

■ 総資産額（百万円）

H25/9

953

1,380

H26/9

1,240

H27/9

638

H28/9

■ 経常利益（百万円）

H25/9

5,677

6,695

H26/9

6,851

H27/9

6,883

H28/9

394.80
465.99 479.18

■  純資産額（百万円）
■ 1株当たり純資産額（円）

476.94

7 FUSO DENTSU CO., LTD.

Financial Highlights
財務ハイライト
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部門別情報

通信機器部門

通信機器部門は、消防救急無線のデジタル化対応など
が上期までは好調に推移し、下期においては、大手企業
向けの交換機更新需要などがあったものの、電力ビジネ
スの減少などにより当部門の売上高は15,330百万円
となり前年同期に比べ3,364百万円(18.0％)の減収と
なりました。

構成比  42.0%　

売上高  153.3億円
　　　  （前期比18.0％減）

OA機器部門

ＯＡ機器部門は、サーバー機器の販売やパソコン販
売などは順調に推移したものの、通信機器の販売が減
少したことなどにより当部門の売上高は4,399百万円
となり前年同期に比べ273百万円(5.9％)の減収とな
りました。

構成比  12.0%　

売上高  43.9億円
　　　  （前期比5.9％減）

保守部門

保守部門は、ハードウエア保守の減少が依然として続
いている中で、ソフトウエア保守サービス、アウトソー
シングサービス、運用支援サービスなどを推進したもの
の、当部門の売上高は7,157百万円となり前年同期に比
べ60百万円(0.8％)の減収となりました。

構成比  19.6%　

売上高  71.5億円
　　　  （前期比0.8％減）

売上高
構成比

売上高
構成比

売上高
構成比

電子機器部門

電子機器部門は、地方自治体向け総合行政システム、
法改正システム、文教関連ビジネスなどが順調に推移
したものの、自動車販売店向けシステム更新商談が一
巡したことにより当部門の売上高は9,637百万円とな
り前年同期に比べ3,979百万円(29.2％)の減収となり
ました。

構成比  26.4%　

売上高  96.3億円
　　　  （前期比29.2％減）

売上高
構成比

8FUSO DENTSU CO., LTD.
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　当社は、全国54カ所のサービス拠点により、お客様のニーズにきめ細かくタイ
ムリーにサポートしてまいりました。また本年で創業68年目を迎え、これまで3
万社を超えるお客様に対して、長年培った知識や技術をもとにコンサルティング
からシステムの設計・構築、導入、導入後のメンテナンスまでトータルでサービス
をご提供しております。

 本社　  支店　  営業所　  カストマサービスセンター

地域密着のサポートと創業68年の実績で
お客様のニーズにお応えいたします。

電算機の積極的な導入が高まり
顧客サービスの向上を図るため、
電子計算機販売部門を
分離し子会社として
扶桑電子株式会社を設立

1970（昭和45年02月）
総合的な情報通信システムの
専門ディーラーとして、
多様化する顧客のニーズに
適合したサービス提供を目的に、
扶桑電子株式会社を吸収合併し
商号を扶桑電通株式会社に変更

株式店頭公開

1989（平成元年10月）

1996（平成08年08月）

東京証券取引所市場
第二部上場

SE部門
ISO 9001,9002 認証取得

1999（平成11年08月） 2000（平成12年06月）

ネットワークシステム部門
ISO 9001 認証取得

プライバシーマーク
認定取得

2001（平成13年05月）2007（平成19年03月）

全社 ISO 14001
認証取得

製品・サービスをサービスブランド
「ICTコンビニサービス」として提供

2010（平成22年12月）

2014（平成26年07月）

扶桑通信工業株式会社を
東京都中央区槇町

（現・中央区八重洲2丁目）に
設立し電話設備業を開始

1948（昭和23年03月）

電子計算機販売部門を
設置し販売活動開始

1965（昭和40年04月）

9 FUSO DENTSU CO., LTD.
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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 984名

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 1,261名

所有者別株式分布

役員および執行役員の状況（平成28年12月20日現在）

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

※自己株式3,037,812株を含む

（注）1.��当社は自己株式3,037,812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3,037,812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 2,793,096 19.44 
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 313,000 2.17 
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
73.27%

自己株式
17.45%

金融機関
4.99%

その他
国内法人
4.10%

外国人
0.02%

証券会社
0.17%

発行済株式の総数
17,402,456株

（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。

10FUSO DENTSU CO., LTD.

Corporate Data
会社の概要／株式の状況（平成28年9月30日現在）
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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 1,000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。

配当金計算書について
　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」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、配当金のお支払いの都度「配当金計算書」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（土）付をもって、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株に変更いたします。
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