
福井コンピュータホールディングス株式会社福井コンピュ タホ ルディングス株式会社
2017年3月期第3四半期 決算説明資料



連結業績の概要

（単位：百万円）

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率
前期

（通期）（通期）

売上高 6,390 7,267 +876 +13.7% 8,718

営業費用 4,846 5,006 +159 +3.3% 6,552

営業利益 1,544 2,261 +716 +46.4% 2,165

営業外損益 29 26 △2 △9.6% 41

経常利益 1,573 2,287 +714 +45.4% 2,207

特別損益 － △8 △8 － －

法人税等 512 825 +312 +61.1% 724

四半期純利益 1,061 1,454 +393 +37.1% 1,482

 売上高・利益は第３四半期決算の過去最高を更新
 売上高は、主に測量土木CAD事業の売上が増加
 特別損益は 子会社の土地の売却による固定資産売却損
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 特別損益は、子会社の土地の売却による固定資産売却損



売上高の内訳

（単位：百万円）

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

ソフトウェア 3,279 3,986 +707 +21.6%

保守サービス 2,504 2,659 +154 +6.2%

商品 296 285 △10 △3.7%

その他 310 336 +25 +8.2%

合計 6,390 7,267 +876 +13.7%

 ソフトウェアは、建築・測量・土木ともに増収
 保守サービスは、測量・土木が加入件数が伸び増加
 その他は 前期は統 地方選挙 当期は参議院選挙があり 選挙規模の影響により増収 その他は、前期は統一地方選挙、当期は参議院選挙があり、選挙規模の影響により増収
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営業費用の内訳

（単位：百万円）

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

人件費 3,184 3,360 +175 +5.5%

商品売上原価 233 228 △4 △1.9%

賃借料 281 278 △2 △0.8%

旅費交通費 230 219 △10 △4.8%

減価償却費減価償却費 92 104 +12 +13.1%

ロイヤリティ 102 96 △5 △5.1%

外注費 110 80 △30 △27 3%外注費 110 80 △30 △27.3%

その他費用 612 637 +24 +4.1%

合計 4 846 5 006 +159 +3 3%合計 4,846 5,006 +159 +3.3%
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セグメント情報

（単位：百万円）

建築CAD 測量土木
CAD 調整額 合計CAD

売上高 3,727 3,539 － 7,267

営業利益 788 1,397 75 2,261

（単位：百万円）（参考：前年同四半期）

建築CAD 測量土木
CAD 調整額 合計

売上高 3,564 2,826 － 6,390売 高 , , ,

営業利益 817 695 32 1,544

 建築CAD事業は増収減益
 測量土木CAD事業は増収増益

5



建築CAD事業

（単位：百万円）

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 3,564 3,727 +163 +4.6%

営業利益 817 788 △28 △3.5%

ソフトウェアは主力製品ARCHITREND ZERO
の売上が大手ハウスメーカーへの販売があり増加
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測量土木CAD事業

（単位：百万円）

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 2,826 3,539 +713 +25.2%

営業利益 695 1,397 +702 +101.0%

ソフトウェアは、 国土交通省が推進する
「i-Construction」を追い風に3D点群処理システム
「 連 売
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保守サービスは 測量・土木ともに加入件数が
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貸借対照表の概要

（単位：百万円）

前第３四半期末 当第３四半期末 増減額

現金及び預金 6 858 8 776 +1 918現金及び預金 6,858 8,776 +1,918

受取手形及び売掛金 1,278 1,369 +91

その他流動資産 571 636 +65

有形固定資産 2,636 2,561 △74

無形固定資産 33 61 +27

投資その他の資産 2,293 1,958 △335

資産合計 13,671 15,363 +1,692

前受金 1,691 1,830 +139

その他流動負債 1 243 1 676 +433その他流動負債 1,243 1,676 +433

固定負債 364 256 △108

資本金、資本剰余金 3,727 3,727 －

利益剰余金利益剰余金 5,819 7,235 +1,416

有価証券評価差額金その他 826 637 △188

負債純資産合計 13,671 15,363 +1,692
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自己資本比率 75.9% 75.5%



2017年3月期通期業績予想

（単位：百万円）

前期（実績） 当期（予想）
対前期
増減率

前期（実績） 当期（予想）
増減率

売上高 8,718 9,500 +9.0%

営業利益 2,165 2,800 +29.3%

経常利益 2,207 2,830 +28.2%

当期純利益 1,482 1,810 +22.1%

1株当たり当期純利益 64円53銭 78円78銭1株当たり当期純利益 64円53銭 78円78銭

1株当たり配当金 20円00銭 20円00銭

配当性向 31.0% 25.4%
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