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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期第2四半期 3,120 △2.0 213 △17.5 235 △17.6 112 △12.8

22年3月期第2四半期 3,184 △3.0 258 409.6 286 384.0 129 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

23年3月期第2四半期 9.82 ―

22年3月期第2四半期 11.26 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

23年3月期第2四半期 7,463 5,526 73.7 478.91
22年3月期 7,767 5,553 71.2 481.38

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,501百万円 22年3月期  5,530百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

22年3月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 6,562 1.6 474 △2.6 518 △3.5 264 10.3 22.98



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 13,295,000株 22年3月期  13,295,000株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  1,806,831株 22年3月期  1,806,831株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 11,488,169株 22年3月期2Q 11,488,213株
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(1）連結経営成績に関する定性的情報                                   

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、外国為替市場で円高傾向にあるものの、国内景気につきまして

は緩やかに回復してきました。このような経済状況のもとで、当社グループ（当社及び連結子会社）における当第２

四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高3,120百万円（前年同期比2.0％減）、営業利益213百万円（前年

同期比17.5％減）、経常利益235百万円（前年同期比17.6％減）、四半期純利益112百万円（前年同期比12.8％減）と

なりました。  

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①建設業系ＣＡＤ事業 

建築ＣＡＤソフトウェア 

  木造系の新設住宅着工戸数が回復基調となる中、3月に開始された住宅版エコポイント施策に合わせた商品の機

能追加と関連するプロモーションを実施しました。この結果、建築ＣＡＤソフトウェアの売上高は1,515百万円と

なりました。 

 測量ＣＡＤソフトウェア 

   主力商品である「BLUETREND V」に代わる新商品「BLUETREND XA」、土地家屋調査士業向け事務支援ソフト 

  「TREND REGIC」の発売に際し、保守契約ユーザーに対する優遇策を実施しました。この結果、測量CADソフトウェ

  アの売上高は695百万円となりました。 

土木ＣＡＤソフトウェア 

   公共工事における総合評価落札方式の普及促進に伴い、主力商品の「EX-TREND 武蔵2010」を活用した工事成績

  向上を支援するプロモーションを実施しました。この結果、土木ＣＡＤソフトウェアの売上高は489百万円となり

  ました。 

  これらの要因により売上高3,007百万円、営業利益は422百万円となりました。 

②ＩＴソリューション事業 

    報道機関向け出口調査システム「ワンクリックカウンタ」につきましては、全国の新聞社、テレビ局に継続的 

  に提案活動を行いました。また、インターネット宿泊予約システムにつきましては、全国の観光業組合への提案 

  活動を強化してまいりました。収益面で、出口調査システムは７月の第22回参議院議員選挙にて全国的に利用さ 

  れましたが、昨年の衆議院議員選挙には及びませんでした。この結果、売上高は113百万円、営業利益は25百万円

  となりました。 

  

(２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期連結会計期間末における総資産は、7,463百万円となり、前連結会計年度末より303百万円減少しま

  した。主な要因は、売上債権の減少などによるものであります。 

  また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、前連結会計年度末より 

 212百万円増加し1,402百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動により得られた資金は、382百万円（前年同期は464百万円の獲得）となっております。主な要因としま

しては、税金等調整前四半期純利益178百万円、売上債権の減少291百万円及び減価償却費97百万円の計上等による

増加によるものであります。      

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動により使用した資金は、55百万円（前年同期は37百万円の使用）となっております。主な要因としまし

ては、無形固定資産の取得による支出44百万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動により使用した資金は、114百万円（前年同期は33百万円の使用）となっており、配当金の支払いによ

るものであります。 

      

(３）連結業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、当第2四半期累計期間の業績と５月13日の前期決算発表時に公表しました業績

予想との差異、９月24日に発表しました業務請負契約の業績への影響、今後の建設業界およびCADソフトウェア業

界の見通し等を踏まえ、見直しを行いました。その結果、売上高は6,562百万円（対前期比1.6％増）、営業利益

474百万円（対前期比2.6％減）、経常利益518百万円（対前期比3.5％減）、当期純利益264百万円（対前期10.3％

増）を見込んでおります。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理の原則・手続きの変更） 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）

及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適用し

ております。これにより当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が０百万円、税金等調整前四半期純利

益が25百万円減少しております。  

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,990 1,747

受取手形及び売掛金 943 1,235

有価証券 10 29

商品及び製品 25 28

仕掛品 15 4

原材料及び貯蔵品 30 45

その他 150 209

貸倒引当金 △4 △6

流動資産合計 3,161 3,294

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,860 1,910

土地 1,147 1,147

その他（純額） 63 66

有形固定資産合計 3,070 3,124

無形固定資産   

のれん 25 28

その他 81 88

無形固定資産合計 106 117

投資その他の資産   

投資有価証券 686 757

その他 445 481

貸倒引当金 △6 △7

投資その他の資産合計 1,124 1,231

固定資産合計 4,302 4,473

資産合計 7,463 7,767
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 30 53

未払法人税等 40 135

前受金 1,241 1,103

賞与引当金 133 141

その他 424 611

流動負債合計 1,870 2,045

固定負債   

長期未払金 43 144

その他 23 24

固定負債合計 66 169

負債合計 1,937 2,214

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,631 1,631

資本剰余金 2,861 2,861

利益剰余金 1,844 1,846

自己株式 △771 △771

株主資本合計 5,566 5,569

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65 △38

評価・換算差額等合計 △65 △38

少数株主持分 24 23

純資産合計 5,526 5,553

負債純資産合計 7,463 7,767
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（２）四半期連結損益計算書 
 【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,184 3,120

売上原価 618 546

売上総利益 2,565 2,573

販売費及び一般管理費 2,307 2,359

営業利益 258 213

営業外収益   

受取配当金 5 5

受取保険金 5 4

受取手数料 － 5

その他 17 9

営業外収益合計 29 24

営業外費用   

支払利息 0 －

為替差損 0 2

その他 0 －

営業外費用合計 1 2

経常利益 286 235

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2

特別利益合計 － 2

特別損失   

固定資産除却損 0 11

有価証券評価損 － 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24

事業撤退損 54 －

その他 － 3

特別損失合計 55 59

税金等調整前四半期純利益 230 178

法人税、住民税及び事業税 51 27

法人税等調整額 48 37

法人税等合計 100 64

少数株主損益調整前四半期純利益 － 114

少数株主利益 1 1

四半期純利益 129 112
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 230 178

減価償却費 134 97

賞与引当金の増減額（△は減少） 56 △8

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △20

有価証券評価損益（△は益） － 20

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 24

売上債権の増減額（△は増加） △56 291

たな卸資産の増減額（△は増加） 25 7

前受金の増減額（△は減少） 44 137

その他 39 △239

小計 474 490

利息及び配当金の受取額 12 8

利息の支払額 △0 －

法人税等の支払額 △20 △116

営業活動によるキャッシュ・フロー 464 382

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △400 △451

定期預金の払戻による収入 380 420

有形固定資産の取得による支出 △4 △29

無形固定資産の取得による支出 △11 △44

投資有価証券の売却による収入 35 8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△83 －

その他 47 41

投資活動によるキャッシュ・フロー △37 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △30 －

長期借入金の返済による支出 △2 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △0 △114

財務活動によるキャッシュ・フロー △33 △114

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 393 212

現金及び現金同等物の期首残高 490 1,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 883 1,402
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  該当事項はありません。 

  

  

  〔事業の種類別セグメント情報〕 

 前第２四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、製品の系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分に属する主要な製品 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
建設業系 
ＣＡＤ事業 
（百万円） 

メディカル 
フィットネ
ス事業 
（百万円） 

ＩＴ 
ソリューシ
ョン事業 
（百万円）

その他の 
事業 

（百万円）

計 
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結 
（百万円）

売上高               

(1）外部顧客に対する 

  売上高 
 2,995  －  176 12  3,184  －  3,184

(2）セグメント間の内部 

  売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

  計  2,995  － 176 12  3,184  －  3,184

  営業利益又は営業 

  損失（△） 
 515  △44 57  △16  511  △252  258

事業区分 主要製品 

建設業系ＣＡＤ事業 建築ＣＡＤソフトウェア、測量ＣＡＤソフトウェア、土木ＣＡＤソフトウェア等 

メディカルフィットネス事業 フィットネス機器、その他ジム用機器等 

ＩＴソリューション事業 選挙出口調査システム、てなわん宿泊予約、ＣＡＤ以外のシステム開発等 

その他の事業  ＣＡＤスクール等 
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    〔セグメント情報〕 

 １．報告セグメントの概要 

      当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

      当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

    配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

      当社は、ＣＡＤソフトウェアの開発及び販売を行う建設業系ＣＡＤ事業を中心に、ＣＡＤ事業以外のソリューシ 

    ョンサービスを行うＩＴソリューション事業も展開しております。 

      したがって、当社は、「建設業系ＣＡＤ事業」及び「ＩＴソリューション事業」の２つを報告セグメントとしてお

    ります。 

      「建設業系ＣＡＤ事業」は、建築ＣＡＤソフトウェア、測量ＣＡＤソフトウェア、土木ＣＡＤソフトウェア等の開

    発・販売及びこれらの保守業務を行っております。「ＩＴソリューション事業」は、ＣＡＤ事業以外のシステム開 

    発、ＷＥＢアプリケーション、ホスティングサービスなどの各種ソリューションサービスを行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

   （注）１. セグメント利益の調整額△234百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であります。 

       全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

          ２. セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

    （追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21  

年３月27日公表分）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。  

  （単位：百万円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注）１ 

四半期連結 
損益計算書 
計上額 
（注）２ 

建設業系 
ＣＡＤ事業 

ＩＴソリュ
ーション 
事業 

計 

売上高           

外部顧客への売上高 3,007 113 3,120 － 3,120 

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

－ － － － － 

計 3,007     113 3,120 － 3,120 

セグメント利益 422 25 447  △234  213
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  該当事項はありません。 

  

  

(１）販売実績 

    当第２四半期連結累計期間の販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結累計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

  
前年同四半期比（％） 

  

建設業系ＣＡＤ事業（百万円）   3,007  －

  建築ＣＡＤソフトウェア（百万円）   1,515   －

  測量ＣＡＤソフトウェア（百万円）   695   －

  土木ＣＡＤソフトウェア（百万円）   489   －

  サポートサービス（百万円）  204   －

  ハードウェア他（百万円）  102   －

ＩＴソリューション事業（百万円）   113   －

合計（百万円）   3,120    －
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