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取締役会長 代表取締役社長

当期の業績総括
当期におけるわが国経済は、アジア新興国等の景気の先行きの
不確実性による下振れ懸念はあるものの、政府の経済政策や金融
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。
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、従来から扶桑オリジナルブランドとして提供い
たしておりました様々な業種・業務パッケージサービスのブラン
ドをプロダクト・パッケージのブランド「Encyclo」と、サービス
ブランド「SasaL」に体系化し、８月にはi-Constructionに対応し
た「SasaL�図面管理サービス」を発表いたしました。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にも取り組んでまいりまし
た。
しかしながら、防災ビジネスの大型案件の計上があったものの
消防救急無線のデジタル化商談一巡の影響などにより当期の売上
高は35,937百万円となり前年同期に比べ587百万円（1.6%）の
減収となりました。利益につきましては、第３四半期に発生したシ
ステム開発案件の開発スケジュールの遅延により契約を合意解除
したことに伴う仕損じが発生したことなどにより粗利益率が悪化
したことで、営業利益は346百万円となり前年同期に比べ181

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期事業年度（平成28年10月1日から平成

29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。

百万円（34.4％）の減益、経常利益は474百万円となり前年同期に
比べ164百万円（25.7％）の減益となりました。当期純利益は、第
２四半期に発生した固定資産の売却による特別利益の計上があっ
たことなどから335百万円となり前年同期に比べ42百万円（14.5
％）の増益となりました。
今後の見通しにつきましては、「SasaL�図面管理サービス」の拡

販、「ICTコンビニサービス」の事例を活用した全社一丸となった営
業活動に取り組むとともに、SIビジネスにつきましては、プロジェ
クトマネージャーの育成を推進し、スキル強化を図るとともに、要
件定義フェーズでの合目的性を追求し設計品質を高めていくこと
など、企画から開発・運用までリスクマネジメントの徹底を図り仕
損撲滅に努め、収益性の向上を図ってまいります。
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と位置付

け、経営基盤の強化と今後の事業展開に必要な内部留保の充実を
勘案した上で、業績に応じた利益還元と安定的な配当を継続的に
実施することを基本方針としております。
（1）�業績に応じた利益還元として配当性向35％程度を目安に配

当を実施してまいります。
� �安定的な配当である普通配当を１株当たり80円（中間配当
40円、期末配当40円）とし、上記の配当性向を目処に計算し
た配当が80円を上回る場合は、その差を業績連動配当とし
て期末に特別配当の実施をいたします。

（2）�予期せぬ急激な業績の悪化や自然災害等により、通常の業
務運営が困難となった場合を除き、１株当たりの配当は年
80円を下回らないものといたします。

この方針に基づき当期の期末配当につきましては、１株当たり
40円に業績連動配当として特別配当を２円増配し42円とさせて
いただきました。なお、当社は平成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、株式併合を踏まえ
て換算した中間配当金40円を含めまして、年間配当金は82円とな
ります。
■ 配当金の推移 (円)

H26/9 H27/9 H28/9 H29/9
中間配当金 6 4 4 40 (注)2
期末配当金 12 (注)3 6 (注)3 4 42 (注)3
年間配当金 18 10 8 82 (注)2

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、株式併合を踏まえて換算した中間配当金および年間
配当金を記載しております。

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)
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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。

詳細な情報については、当社ホームページより
ご覧いただけます。

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。

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

扶桑電通

3 FUSO DENTSU CO., LTD.
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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
デジタルタコグラフ（デジタコ）と連動した労務管理で
働き方改革

CASE 2

災害時の安否確認など通信手段を確保したい
　大規模災害時には、家族の安否確認や情報収集をした
くても携帯電話やスマートフォンがつながらない。こ
うした過去の教訓を活かし、地域住民の安心・安全な環
境づくりを推進し、また、同時に観光面でも有効に活用
できるシステムの導入を検討していました。

観光客の利便性向上と災害時の通信手段を確保
　駅前、案内所、観光スポット、学校や避難所などの公共施設に
Wi-Fiスポットを設置し、普段は地域住民や観光客に向けた公衆
無線LANサービスを提供するとともに、観光情報・行政情報の配
信にも利用。災害時には、避難情報の配信や通信手段として利用
でき、防災対策のさらなる強化を実現いたしました。

導入背景 導入概要（効果）

地域の防災と観光の両面をICTがお手伝い

運行管理だけではなく
ドライバーの労務管理も行いたい
　昨今の物流業界は、多頻度少量配送や短納期配送へ
の要望が増えているなど厳しい経営環境の中、高度で効
率的な運行管理の強化が急務となっており、さらなる
安全運行やより確実なドライバーの労務管理など様々
な課題が山積していました。

労務管理が向上しさらなる安全運行に期待
　ICTでデジタコから自動的に連携して運行データを取得できる
ようになり、手間の掛かっていた車輌運行管理とドライバーの労
務管理の事務効率化を一挙に実現。それぞれのデータ分析により
運行の効率化・省労働力化を実現、生産性が飛躍的に向上し、働き
方改革につながりました。

導入背景 導入概要（効果）

運送会社 様　　地域：東北地方

自治体 様　　地域：関西地方

お客様

お客様

5 FUSO DENTSU CO., LTD.
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お客様のICTに関する課題解決を加速するため、従来
から扶桑電通オリジナルとして提供いたしておりました
様々な業種・業務パッケージサービスのブランドを、プ
ロダクト・パッケージのブランド「Encyclo」（エンサイ
クロ）と、サービスブランド「SasaL」（ササエル）に体系
化いたしました。

これからも、社会の「要」となる情報を支えることを使
命として、お客様に寄り添い、多様なニーズに最新技術で
応えられるICTソリューションパートナーを目指してま
いります。

兵庫県相生市教育委員会の後援をいただき、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」にて、環境教育プ
ログラム「地球1個分で暮らすために～エコロジカル・フ
ットプリントから考える～」を開催いたしました。同プロ
グラムは、地域の小中学生を対象に、タブレットPCを使

いながら環境課題とその原因を理
解し、解決するための行動力を養
う環境授業となります。

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。

国土交通省では、建設現場における生産性を向上させ、
魅 力 あ る 建 設 現 場 を 目 指 す た め に 提 唱 さ れ た

「i-Construction」の取り組みを推進しております。
ICT活用による建設現場の業務改革を支援すべく、特

に維持・管理プロセスで重要な情報である過去の青焼き
図面などをデジタル化、３次元モデル化し、それらをデー
タベース化することで自在に参照・利活用できる「SasaL 
図面管理サービス」をご提供しております。

平成29年５月に開催された、九州地方非常通信協議会
総会において、非常通信の
重要性を深く認識し、熊本
地震における非常時の情
報伝達手段の確保に貢献
したことを功績として表
彰されました。

＜九州地方非常通信協議会について＞
九州地方非常通信協議会は、中央非常通信協議会のも

と、九州管内（福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮
崎県、鹿児島県）において、非常通信の円滑な運用に必要
な体制を整備するために活動をされています。

※「Encyclo」および「SasaL」は、当社の登録商標です。

扶桑電通オリジナルの様々な業種・業務サービスを
体系的に提供

「扶桑電通なぎさホール」にて、タブレットPCを使った
環境授業を開催　～市民の皆様とともに～

建設業界、自治体向けICTソリューション
「SasaL 図面管理サービス」を提供

平成29年度九州地方非常通信協議会表彰

6FUSO DENTSU CO., LTD.
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（注） 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。

45,371
42,990

35,102

H26/9 H27/9 H28/9

■ 受注高（百万円）

34,872

H29/9

904

H26/9

293

H28/9

629.04 471

H27/9

■  当期純利益（百万円）
■ 1株当たり当期純利益（円）

204.05204.05
328.08

335

H29/9

233.67

43,851

H26/9

44,201

H27/9

36,524

H28/9

■ 売上高（百万円）

35,937

H29/9

21,998

H28/9

23,082

H26/9

23,089

H27/9

■ 総資産額（百万円）

22,653

H29/9

1,380

H26/9

1,240

H27/9

638

H28/9

■ 経常利益（百万円）

474

H29/9

6,695

H26/9

6,851

H27/9

6,883

H28/9

4,659.86 4,791.814,791.81

■  純資産額（百万円）
■ 1株当たり純資産額（円）

4,769.39

7,602

H29/9

5,293.77
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部門別情報

通信機器部門

通信機器部門は、防災ビジネスの大型案件があったも
のの消防救急無線のデジタル化対応の一巡の影響や公
共案件の伸び悩みなどにより当部門の売上高は14,152
百万円となり前年同期に比べ1,177百万円（7.7％）の
減収となりました。

構成比  39.4%　

売上高  141.5億円
　　　  （前期比7.7％減）

OA機器部門

OA機器部門は、サプライ品などの販売は減少したも
ののサーバー、パソコン販売、通信機器の販売が順調に
推移したことなどにより当部門の売上高は4,565百万
円となり前年同期に比べ166百万円（3.8％）の増収と
なりました。

構成比  12.7%　

売上高  45.6億円
　　　  （前期比3.8％増）

保守部門

保守部門は、ハードウエア保守の減少が続いているも
ののソフトウエア保守サービスが増加したことから、当
部門の売上高は7,331百万円となり前年同期に比べ
174百万円（2.4％）の増収となりました。

構成比  20.4%　

売上高  73.3億円
　　　  （前期比2.4％増）

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や
法改正システム、アパレル向けソリューションビジネス
が順調に推移したことから当部門の売上高は9,887百
万円となり前年同期に比べ249百万円（2.6％）の増収
となりました。

構成比  27.5%　

売上高  98.8億円
　　　  （前期比2.6％増）

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69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69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 960名

役員および執行役員の状況（平成29年12月21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
取締役専務執行役員 大西　正純
取締役専務執行役員 有冨　英治
取締役常務執行役員 仲　　羊一
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
常務執行役員 村田　光博
執行役員 原田　常一
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

株式の状況
発行可能株式総数 6,000,000株
発行済株式の総数 1,740,245株※

株主数 1,083名
※自己株式254,043株を含む

（注）1.��当社は、自己株式254,043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254,043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 298,309 20.07
滝内　裕子 80,043 5.38
太田　雅子 79,100 5.32
株式会社みずほ銀行 69,753 4.69
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 50,000 3.36
吉田　　稔 33,200 2.23
ＨＴホールディングス株式会社 31,000 2.08
建部　六郎 20,600 1.38
加藤　盛三 16,000 1.07
大平　昭夫 15,000 1.00
山崎　栄子 15,000 1.00

所有者別株式分布

個人・その他
72.47%

自己株式
14.60%

金融機関
7.81%

その他
国内法人
4.76%

外国人
0.05%

証券会社
0.31%

発行済株式の総数
1,740,245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。

株式の状況に関しまして、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うとともに、単元株式数を1,000株から
100株とする変更を行っております。これにより、発行可能株式総数
は6,000,000株となり、発行済株式の総数は1,740,245株となって
おります。

10FUSO DENTSU CO., LTD.
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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 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。

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

（注）�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うとと
もに、単元株式数を1,000株から100株とする変更を行っております。

　当社は、株主の皆様の日
頃のご支援に感謝するとと
もに、より多くの株主様に
当社株式を中長期にわたり
継続して保有していただく
ことを主な目的として、毎
年９月30日現在の株主名簿に記載または記録され
た100株（１単元）以上保有の株主様を対象に、株主
優待制度を導入いたしました。

（1）	優待内容

保有株式数 優待内容

100株以上1,000株未満 クオカード　1,000円分

1,000株以上 クオカード　3,000円分

（2）	株主優待制度の開始時期
平成29年９月30日現在の株主名簿に記載また
は記録された株主様を対象に開始いたします。

株主優待制度の導入について
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