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2018/3 期は利益率を高め大幅増収増益へ！
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主に 3 次元の CAD を使い、メーカーのニーズに応じて PC で製品の設
計、解析、データ変換などの技術・製品を提供している。また、IT
関連の技術者派遣、ハードウェアとソフトウェアの販売を行う。

2017/3 通期は、売上高が前期比 7.6％増の 16.29 億円、経常利益が同
54.6％減の 2,015.4 万円、当期純利益が同 55.7％減の 1,939.5 万円とな
った。

2018/3 通期会社計画は売上高が同 10.9％増の 18.07 億円、経常利益
が同 2.3 倍の 4,622.6 万円、当期純利益が同 55.8％増の 3,022.6 億円で
ある。
What is the news?
同社は、2 次元、3 次元の CAD 環境を保有し工作機械メーカー、自動
車関連メーカーのニーズに応じて、設計、解析、データ変換やマルチメ
ディアコンテンツ制作などの技術・製品を提供している。開発パートナ
ーとして日本国内の製造業向けに設計から生産までのモノづくりプロセ
スを設計・解析している。高度な専門技術をもった技術者の派遣や受託
開発も行っている。同社は、国内で多くの大手メーカーと長いパートナ
ーシップを持ちながら、機械、情報・通信、自動車・輸送機器、電気機
器など幅広い業界向けに事業を展開している。
同社は、情報処理請負事業、技術者派遣事業やプロダクト販売事業を
展開している。主力の情報処理請負事業は 2 次元、3 次元の CAD 環境を
50 台保有し、メーカーからの業務を受託し製品の設計、解析などの技術
を提供し、3DCAD データ及び流体解析データ等を納入する業務契約であ
る。同事業の売上高が全体の約 5 割を占めている。技術者派遣事業は主
力分野である機械設計において、情報・通信、自動車・輸送機器などの
企業に専門性の高い技術者を派遣し、現場で企業の開発活動を支援して
いる。同事業の売上高割合が 4 割超である。特に同社傘下の株式会社横
芝は IT 技術者派遣を専業している。また、プロダクト販売事業はハード
ウェアとソフトウェアの販売を行っている。同社はハードウェアの売上
高構成比が高いが、Iot や AI など先端技術の進化に伴い、利益率を高める
ために、将来的にハードウェアとソフトウェアの売上高構成比の逆転を
目指している。
How do we view this?
同社の売上高は、2016/3 通期が同 8.4％増の 15.92 億円、2017/3 通期が
同 2.3％増の 16.29 億円と安定的な増収基調にある。今後、同社は利益率
の高い技術者派遣事業を強化するため 20-30 名/年の新規採用を目指して
おり、売上高への寄与が期待される。2018/3 通期会社計画は、売上高が
同 10.9％増の 18.07 億円、経常利益が同 2.3 倍の 4,622.6 万円、当期利益
が同 55.8％増の 3,022.6 万円である。

業績推移
事業年度
売上高（百万円）
経常利益（百万円）
当期純利益（百万円）

EPS（円）
PER（倍）
BPS（円）
PBR（倍）
配当（円）
配当利回り（％）

2015/3
1,469.19
3.79
2.93
3.63
136.36
-37.78
0.00
-

2016/3
1,592.14
21.84
20.90
25.89
19.12
-11.89
0.00
-

2017/3
1,629.31
20.15
19.39
24.02
20.61
12.12
40.84
6.00
1.21

2018/3F
1,807.37
46.22
30.22
37.43
13.22
-

配当予想（円）
株価（円）

未定

（会社予想）

495

2017/9/20（基準値）

会社概要
1996/7に資本金200万円で 有限会社「富士商会」を設
立、PC関連商品の販売から創業した。現在は製造業のも
のづくりを支援し、3DCADで自動車、機械、電気など の設
計、解析の受託開発など を行う。メー カー の開発パート
ナーとして、モノづくりのさまざまなプロセス において ワン
ストップでサポー トす るソ リュ ーシ ョンを提供。情報処理
請負事業、技術者派遣事業とプロダクト販売事業を展開
して いる。また、同社は、IT技術者派遣の専門会社「横
芝」、3Dプリンタなど 各種プロダク ト、シス テム の販売専
門会社「エフティ・ファインテックプロダクト」を傘下に収め
ている。
同社は2004年にISO9001:2000認証を取得し、2006年に
技術本部がISO/IEC27001：2005認証を取得した。2013/7
から本社及びサポートソリュー ショ ンセンター、厚木テク
ニカルセンターを厚木市に移転した。また、名古屋と大阪
に 事 務 所 を 設 置 し て い る 。 2017/9/19 に TOKYO PRO
Ma rketに上場した。
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（出所：Bloombergをもとにフィリップ証券作成）

主要株主（2017/8/16）
1. 髙井 男
2. 原田 久仁子
3. 髙井 澄子

（%）
50.67
12.81
5.76

（出所:会社公表資料をもとにフィリップ証券作成）
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（出所：会社公表資料をもとにフィリップ証券作成、F＝会社予想）
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