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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、本年１月の２度目の緊急

事態宣言発令により経済活動に一定の制約がかかる状況に
はありましたが、政府・日本銀行による積極的な財政・金融政
策にも支えられ、新型コロナウイルス感染症の影響による厳
しさは残るものの、昨年後半からのコロナ禍で経済が大きく
落ち込んだ後の回復基調を維持しております。

当社が位置するＩＣＴ業界においては、企業業績の悪化に
よるＩＴ投資抑制が一部見られたものの業務効率化や生産性
向上を目的としたシステム投資、ＩＴ技術の活用によりビジ
ネスモデルを変革するＤＸ関連などの戦略的なＩＴ投資はよ
り一層加速し、新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた
テレワークなどのリモート環境の整備やサイバーセキュリテ
ィ強化等の需要が高まってきております。

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）」の最終年度として
主力ビジネスの整備・拡大に注力するとともに、数値目標だ
けでなくすべての項目の達成に向けて推進してまいりました。

その結果、当中間期につきましては、特に地方自治体や官
庁といった公共セクターの防災や減災などを目的としたデジ
タル化へのニーズに、防災行政無線システムや河川情報ネッ
トワーク導入サービスなどを提供する取り組みが好調に推
移したことから、受注高は21,335百万円（前年同期比2.2％

増）、売上高は26,788百万円（前年同期比10.4％増）となり
ました。

利益につきましては、引き続き粗利益率の確保に努めたこ
となどから、営業利益1,916百万円（前年同期比52.6％増）、
経常利益1,972百万円（前年同期比51.1％増）、四半期純利
益1,346百万円（前年同期比50.5％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金につきましては、１株当たり
2０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76期(2020年10
月１日から2021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2021年6月

■ 配当金の推移 (円)

2018/9 2019/9 2020/9 2021/9

中間配当金 40 40 20 (注)3 20

期末配当金 80 (注)1 95 (注)2 66 (注)2 20 (予想)

年間配当金 120 135 86 (注)3 40 (予想)

1.  １株当たり配当金額には、記念配当が含まれております。
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.  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、株式分割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。

(注)

1 FUSO DENTSU CO., LTD.
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(注)  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、2018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）

8,7948,794

10,115

7,592 7,8897,889

2019/92018/9 2020/9 2021/9

四半期（当期）純利益（百万円）
中間期 通期

706706

895895

1,346

740
（予想）

98

310

553553
437437

2019/92018/9 2020/9 2021/9

売上高（百万円）
中間期 通期

26,788

41,000
（予想）

35,036

20,221 20,10420,104

38,88038,880

24,26724,267

40,35840,358

2019/92018/9 2020/9 2021/9

経常利益または経常損失（△）（百万円）
中間期 通期

1,100
（予想）

1,972

884884

△50

491
671671

1,0891,089
1,3051,305

2019/92018/9 2020/9 2021/9

1株当たり四半期（当期）純利益（円）
中間期 通期

464.75

255.35
（予想）

108.17

34.14

309.56309.56

244.06244.06

151.89151.89

191.74191.74

2020/92018/9 2019/9 2021/9

総資産額（百万円）
中間期末 期末

24,54024,540

32,883

22,110
24,95424,954

2019/92018/9 2020/9 2021/9
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Financial Highlights
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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“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」の導入事例をご紹介いたします。

RPAを活用した働き方改革で
業務時間を大幅削減CASE2

自動車サービス業 様　　地域：関東地方お客様

導入背景 導入概要（効果）

業務の自動化による働き方改革の推進
　RPAツール「ロボオペレータ」導入により、これま
で頻発していたオペレーションや事務処理における
人的ミスが無くなり、業務の正確性および処理スピー
ドが大幅に向上しました。
　また270時間/月の残業時間削減に繋がったことか
ら、長時間労働の抑制と業務効率化を実現しました。
　今後はこのRPAツール「ロボオペレータ」の活用を
他部門にも展開し、更なる業務効率化を図り、働き方
改革の推進に繋げていきたいと考えております。

長時間労働の抑制と業務効率化を実現
　多大な単純作業に加え、月末繁忙期にはオペレーションミスが頻発
しており、残業により対応せざるを得ない状況が多くあるため、効率
化する仕組みの構築が急務でした。
　現場での活用を想定し、操作難易度の高くないツールを求めており、
また限られた予算内で推進する必要があったため、グループ会社が導
入する定型業務等を自動化するRPAツールの導入を検討いたしました。

導入背景

　新型コロナウイルス感染症対策を契機とした非接触・リ
モート型の働き方への転換により、Web会議やテレビ会議
等の頻度が増えたことから、通信断や遅延が度々発生し、業
務に支障をきたしておりました。
　業務の効率性向上を図るため、以前よりインフラ分野の
DXを推進しており、こうした現状を踏まえて、働き方の変
化に対応したインフラの整備・構築を検討することになり
ました。

非接触・リモート型の働き方に対応した
インフラの整備

導入概要（効果）

通信環境の高速・大容量化に加え
業務の効率性向上を実現
　インフラ分野のDXを推進する拠点となる施設（DXルーム）を
整備し、当該施設に100Gネットワークを用いることで通信環境
の高速・大容量化を実現しました。
　また4Kテレビ会議や大容量ファイルの共有が可能となったほ
か、高画質サイネージでのディスカッション環境やBIM/CIM（３
次元）データに対応した高性能ワークステーションの活用、VR
による遠隔地からの現場臨場等や最新ソリューションの体験も
可能となり、業務の効率性向上を実感しております。

官公庁 様　　地域：関東地方お客様

映像や大容量データの遠隔共有を
可能にするDXルームの整備・構築CASE1

（注） RPA（Robotic Process Automation） 
パソコン上で行われる定型業務等をソフトウエア型のロボットが代行・
自動化する技術

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、モバイルパソコ
ン・最新のグループウエア活用、
帳票のペーパーレス化、Web会議
の促進、各種届出のワークフロー
化等、様々な取り組みにより、業
務効率化を推進しています。

Close-up
クローズアップ

時間外勤務の適正化と
ワークライフバランス
毎週水曜日はノー残業デーとするほ
か、適正な時間外勤務の実施による労
働時間の減少により、ワークライフバ
ランスの実現を推進しています。

社員満足度の向上
社員満足度調査を年１回実施し、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、社員の能力やスキルが
活かされ成長できる会社を目指していま
す。また人事制度改革や人材育成制度の
見直し、福利厚生制度の拡充に取り組ん
でいます。

有給休暇等取得促進
毎月１回以上の計画年休取得や年休取
得推進日を設け、有給休暇の70％取得
を目標として取り組んでいます。

テレワーク等の
勤務形態多様化への取り組み
テレワークや時差出勤の常態化に向け、
ニューノーマルに対応した時間や場所にと
らわれない働き方改革を推進します。また
育児・介護休業制度の拡充等、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。

ダイバーシティ推進
女性の採用割合を40％以上とするほか、女性
社員キャリア研修やダイバーシティ推進研修
の実施により、女性活躍を応援するとともに
性別に係わらず社員一人ひとりの能力を十分
に発揮できる環境作りを推進しています。

4FUSO DENTSU CO., LTD.
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株式の状況
発行可能株式総数 12,000,000株
発行済株式の総数 3,480,490株※

株主数 1,171名

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 933名

役員および執行役員の状況
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） 長縄　朋哉
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 北　　拓兒
執行役員 池田　昌和
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
執行役員 兼松　良一
執行役員 上地　浩夫
執行役員 大本　秀樹
執行役員 小坂井康裕
執行役員 西　　祥司
執行役員 尾崎　圭吾

（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（2021年3月31日現在）

※自己株式419,080株を含む

（注）1.  当社は、自己株式419,080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419,080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 569,118 18.59
滝内　裕子 160,086 5.22
株式会社日本カストディ銀行（信託Ｅ口） 158,300 5.17
太田　雅子 158,200 5.16
株式会社みずほ銀行 139,506 4.55
吉田　　稔 102,800 3.35
UNEARTH INTERNATIONAL LIMITED 80,400 2.62
ＨＴホールディングス株式会社 62,000 2.02
加藤　盛三 32,000 1.04
大平　昭夫 30,000 0.97
山崎　栄子 30,000 0.97

所有者別株式分布

個人・その他
71.94%

自己株式
12.04%

金融機関
9.41%

その他
国内法人
3.34%

外国人
2.92%

証券会社
0.35%

発行済株式の総数
3,480,490株

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

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 ー =60株

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+ =

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

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

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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