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当中間期の業績総括
当中間期におけるわが国経済は、政府の各種政策を背景に企業業

績の向上や雇用・所得環境の改善が継続し、総じて緩やかな回復基調
で推移いたしました。しかしながら、米中通商問題に加え、新型コロ
ナウイルス感染症の世界的な流行などの影響により、景気の先行き
は不透明な状況が強まっております。

当社が位置するＩＣＴ業界においては、少子高齢化に伴う生産年齢
人口の減少や、働き方の多様化など社会的課題を背景とした「働き方
改革」への取り組みなどから、生産性向上や業務効率化を目的とした
システム投資需要は堅調に推移しております。また、ＡＩ、ＩｏＴな
どのデジタル技術の進展によるデジタルトランスフォーメーション
(ＤＸ)推進の動きが加速し、事業環境は好調に推移しておりましたが、
今後は新型コロナウイルス感染症の影響による経済活動の停滞が懸
念されております。

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、
経営ビジョン“ココロ踊る未来を創造するＩＣＴデザインパートナー”の
実現を目指し、中期経営計画「FuSodentsuVision2021(FSV2021)」
の達成に向けて重点施策に積極的に取り組むとともに、経営基盤の強
化を図ってまいりました。

その結果、当中間期の受注高につきましては、防災行政無線案件や
官庁・自治体ビジネス、システム開発関連などが好調に推移したこと
から20,874百万円となり前年同期に比べ2,475百万円(13.5％)増加
いたしました。

売上高につきましても、防災行政無線案件や官庁・自治体ビジネス、
自動車販売店向けシステムの更新などが好調に推移したことから
24,267百万円となり、前年同期に比べ4,162百万円(20.7％)の増収
となりました。

利益につきましては、前年同期に比べ売上高が大幅に増加したこ
とから営業利益1,256百万円(前年同期比98.3％増)、経常利益
1,305百万円(前年同期比94.3％増)、四半期純利益895百万円(前年
同期比104.4％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」を企業理
念とし、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40円（中間配当20
円、期末配当20円）とし、上記の配当性向を目処に計算した配
当が40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40円を
下回らないものといたします。

この方針に基づき、中間配当を実施いたします。なお、当社は
2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を
行っておりますが、中間配当金につきましては、2020年３月31日現
在の株主様が対象となり、１株当たり4０円とさせていただきました。

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75期(2019年10
月１日から2020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。

代表取締役社長

有冨英治2020年6月

■ 配当金の推移 (円)

2017/9 2018/9 2019/9 2020/9

中間配当金 40(注)1 40 40 40

期末配当金 42(注)2 80 (注)3 95 (注)2 20 (注)4
(予想)

年間配当金 82(注)1 120 135 ― (注)4

1. 2017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。

2. １株当たり配当金額には、特別配当が含まれております。
3. １株当たり配当金額には、記念配当が含まれております。
4. 2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を

行っております。そのため2020年９月期（予想）の１株当たり期末
配当金につきましては、当該株式分割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。

(注)

1 FUSO DENTSU CO., LTD.
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2FUSO DENTSU CO., LTD.

(注) 1. 2017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、2017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。

2. 2020年４月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。そのため、2017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。

中間期末 期末
純資産額（百万円）

7,8897,889
8,588

7,602 7,5927,592

2018/92017/9 2019/9 2020/9

四半期（当期）純利益（百万円）
中間期 通期

553
437437

895

400
（予想）

335

778

98

310

2018/92017/9 2019/9 2020/9

売上高（百万円）
中間期 通期

24,267

38,000
（予想）

35,937

21,490 20,221

35,03635,036

20,104

38,88038,880

2018/92017/9 2019/9 2020/9

経常利益または経常損失（△）（百万円）
中間期 通期

600
（予想）

1,305

△50

474

1,030

491

884

671

2018/92017/9 2019/9 2020/9

1株当たり四半期（当期）純利益（円）
中間期 通期

138.33
（予想）

309.56
271.04

116.83
151.89

191.74

108.17108.17

34.1434.14

2019/92017/9 2018/9 2020/9

総資産額（百万円）
中間期末 期末

24,954

28,467

22,653 22,110

2018/92017/9 2019/9 2020/9

Financial Highlights
財務ハイライト
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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。

“いつでもどこでも”住民への災害情報の配信を
実現する『BO-SAI navi』CASE1

自治体 様　　地域：関東地方お客様

導入背景

導入背景

導入概要（効果）

導入概要（効果）

住民へのより確実な災害情報の配信を検討
　防災行政無線のデジタル化に伴い、これまでの同報系防
災行政無線とメール情報配信だけではなく、様々な手段を
用いた住民への災害情報伝達の多様化を検討していまし
た。住民からは屋内で放送が聞こえない、外出先でも知り
たいなどの要望があり、自治体側は、これまで主要施設や
住民へ配布していた戸別受信機について、携帯電話の無い
世帯など最小限の配布に留めたいという課題もありました。

　防災に特化したポータルサイトを新たに構築したことにより、
「いつでも」「どこでも」BO-SAI naviのサイトを見れば、最新の
放送内容、避難所情報、近隣河川の情報などを容易に閲覧する
ことが可能となりました。また平時においても、閲覧して役に
立つハザードマップや防災情報を掲載することにより、住民の
防災に対する意識向上に繋がりました。今後は、多言語機能を
活用して外国人居住者向けにも展開していきたいと思います。

住民に向けた防災サービスの強化を実現

　これまでセキュリティ対策として、入口・出口対策、メール
セキュリティ、内部対策など、様々なシステムを導入してきま
したが、現状のセキュリティ強度や機能の有効性、安全性に
ついて、第三者による本格的な確認調査は未実施であったた
め、AIペネトレーションテストを行うことになりました。競
合他社は実施期間が長く、費用も高額であったため、AIなら
ではの短期間、低価格、技術者レベルに影響しないサービス
品質の平準化がされていたことが採用の決め手となりました。

セキュリティ対策の脆弱性検出による対策強化 脆弱性の見える化によるセキュリティ対策の強度向上
　診断の結果、比較的堅牢なシステムであったものの、いく
つかの脆弱性が浮き彫りとなりました。外部に公開している
サイトや社内のシステム、機器の安心・安全な領域と改善の
余地が残る領域について明確にすることができました。見つ
かった課題への対策について、セキュリティエンジニアによ
る専門的な見地からの提案や診断からセキュリティ対策の
追加実施までを短期間にワンストップで対応してもらったこ
とにより、さらなるセキュリティ強化を実現いたしました。

運輸業 様　　地域：関東地方お客様

これまでのセキュリティ対策の有効性を
見える化するAIペネトレーションテストCASE2

3 FUSO DENTSU CO., LTD.
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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。

業務効率化の推進
ＩＣＴ企業として、最新のグループ
ウエア有効活用、モバイルパソコン
の全社展開、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。

Close-up
クローズアップ

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。

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。

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。

テレワーク等の
勤務形態多様化への取り組み
新型コロナウイルス感染拡大防止の
ためテレワークを推進するとともに、
時差出勤制度、育児・介護休業制度と
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。

4FUSO DENTSU CO., LTD.

010_0741501602006.indd   4 2020/05/22   1:01:43



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 1,127名

所有者別株式分布

（注）1.  当社は、自己株式212,331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212,331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 294,509 19.27
滝内　裕子 80,043 5.23
資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口） 80,000 5.23
太田　雅子 79,100 5.17
株式会社みずほ銀行 69,753 4.56
吉田　　稔 50,400 3.29
UNEARTH INTERNATIONAL LIMITED 49,600 3.24
ＨＴホールディングス株式会社 31,000 2.02
加藤　盛三 16,000 1.04
大平　昭夫 15,000 0.98
山崎　栄子 15,000 0.98

個人・その他
71.80%

自己株式
12.20%

金融機関
9.46%

その他
国内法人
3.33%

外国人
3.03%

証券会社
0.18%

発行済株式の総数
1,740,245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 1948年3月
資本金 10億8,350万円
従業員数 950名

役員および執行役員の状況
代表取締役会長 児玉　栄次
代表取締役社長社長執行役員 有冨　英治
取締役専務執行役員 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 海保　秀久
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
執行役員 奥田　洋久
執行役員 百瀬　貴弘
執行役員 村上　耕史
執行役員 三輪　　薫
執行役員 村上　孝弘
執行役員 中出　芳裕

（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。

Corporate Data
会社の概要／株式の状況（2020年3月31日現在）

株式の状況に関しまして、2020年４月１日付で普通株式１株につき
２株の割合で株式分割を行っております。これにより、発行可能株式
総数は12,000,000株となり、発行済株式の総数は3,480,490株と
なっております。

※自己株式212,331株を含む

5 FUSO DENTSU CO., LTD.
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Shareholders Information
株主インフォメーション

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、株主優待制度を実施しております。

株主優待制度のご案内

株式分割および株式分割後における株主優待制度の実質拡充について
毎年1回、12月下旬頃に株主様宛の発送を予定しております。

（2）	贈呈の時期

（1）	株主優待の内容
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

株　式　分　割

１株		▶▶		２株
基　準　日：2020年３月31日
効力発生日：2020年４月 1 日

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
買増請求買取請求

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+ =

株式分割を行い投資単位当たりの金額を引き下げることにより、投資家の皆様が投資
しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上および投資家層のさらなる拡大を図
ることを目的として、2020年３月31日を基準日として、普通株式１株につき２株の割合
をもって、2020年４月１日付で分割いたしました。
株主優待制度につきましては、株式分割後も従前同様「１単元（100株）以上保有の�

株主様」を対象としておりますので、実質的な制度拡充となります。

6FUSO DENTSU CO., LTD.
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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
　証券会社の口座をご利用の株主様は、三井住友信託銀行株式会社で
はお手続きができませんので、取引証券会社へご照会ください。
　証券会社の口座をご利用でない株主様は、上記電話照会先までご連
絡ください。なお、お手続き方法やよくあるご質問は、上記「よくある
ご質問（FAQ）」サイトでご確認いただけます。
特別口座について
　株券電子化前に「ほふり」（株式会社証券保管振替機構）を利用され
ていなかった株主様には、株主名簿管理人である上記の三井住友信託
銀行株式会社に口座（特別口座といいます。）を開設しております。特
別口座についてのご照会および住所変更等のお届出は、上記の電話照
会先にお願いいたします。

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

https://www.fusodentsu.co.jp/

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

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）

インターネット
ホームページ
Ｕ Ｒ Ｌ

https://www.smtb.jp/personal/
agency/index.html

よくあるご質問
（ F A Q ）

https://faq-agency.smtb.jp/?site_
domain=personal

公 告 方 法

電子公告
https://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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