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連結業績の概要

（単位：百万円）

前第３四半期
当第３四半期

（実績）
対前期
増減額

対前期
増減率

前期
（通期）（実績） 増減額 増減率 （通期）

売上高 6,068 6,247 +179 +3.0% 8,768

営業費用 4,822 4,856 +33 +0.7% 6,747

営業利益 1,245 1,391 +145 +11.7% 2,020

営業外損益 29 30 +1 +5.5% 43

経常利益 1,274 1,422 +147 +11.6% 2,064

特別損益 13 12 △0 △5.9% △12

法人税等 471 491 +20 +4.3% 776

四半期純利益 816 943 +126 +15.5% 1,275

 売上高は、建築・測量は増収、土木は減収
 衆議院選挙により報道機関向け出口調査システムの売上を12月に計上
 特別損益は 投資信託の売却益を計上

2

 特別損益は、投資信託の売却益を計上



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 3,370 2,877 － 6,247

営業利益 615 685 91 1,391

（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 3,271 2,796 － 6,068売 高 , , ,

営業利益 533 592 120 1,245

 平成26年4月1日にITソリューション事業の各事業を建築CAD事業の各会社に事
業譲渡したため、報告セグメントを従来の3区分から2区分に変更
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 建築CAD事業、測量土木CAD事業ともに増収増益



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 3,271 3,370 +98 +3.0%

営業利益 533 615 +81 +15.4%

2 500

売上高内訳

消費税増税の影響で新設住宅着工戸数が前年

（単位：百万円）

2,000

2,500
前四半期

当四半期

消費税増税の影響で新設住宅着工戸数が前年
比でマイナスとなり、市場が冷え込んだ影響によ
り、ソフトウェアの売上が減少

1,000

1,500 平成27年1月に発売した新システム
「ARCHITREND ZERO」への移行サービスを包

含した保守契約が大幅に伸びたことにより、保守
サ ビス売上が増加

0

500

サービス売上が増加

衆議院選挙により報道機関向け出口調査システ
ムの売上を当第３四半期に計上0

ソフトウェア 保守サービス ハードウェア その他
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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 2,796 2,877 +81 +2.9%

営業利益 592 685 +92 +15.7%

売上高内訳（単位：百万円）

1,400

1,600

1,800
前四半期

当四半期
ソフトウェアは、測量ソフトが上半期の売上が好
調に推移した結果、前年を上回るものの、土木ソ

800

1,000

1,200 フトの新規導入が落ち込みソフトウェア全体の売
上は減収

保守サービスは 測量・土木ともに保守の加入

200

400

600
保守サ ビスは、測量 土木ともに保守の加入
件数が増加し、保守サービス売上は増加

0
ソフトウェア 保守サービス ハードウェア
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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

流動資産 5 749 7 509 1 759流動資産 5,749 7,509 +1,759
有形固定資産 2,825 2,720 △104
無形固定資産 99 30 △69
投資その他の資産 1,659 2,034 +375
資産合計 10,334 12,295 +1,960
流動負債 2 511 2 954 +442流動負債 2,511 2,954 +442
固定負債 156 297 +141
資本金、資本剰余金 3,727 3,727 －

利益剰余金 3,604 4,719 +1,114
有価証券評価差額金その他 334 596 +261
負債純資産合計 10 334 12 295 +1 960

 流動資産の増加は、主に現金預金の増加と売上債権の増加が要因

負債純資産合計 10,334 12,295 +1,960
自己資本比率 74.2% 73.5%
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 投資その他の資産の増加は、主に投資有価証券の時価の上昇が要因
 流動負債の増加は、主に保守サービスの前受金の増加が要因



2015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

期 実 期
増減率

売上高 8,768 8,300 △5.3%

営業利益 2,020 1,770 △12.4%

経常利益 2,064 1,800 △12.8%

当期純利益 1,275 1,150 △9.8%

1株当たり当期純利益 55円51銭 50円05銭1株当たり当期純利益 55円51銭 50円05銭

1株当たり配当金 12.5円 12.5円

 2014年5月12日の決算短信で公表しました通期の業績予想に変更はありません。
 1株情報は、2014年9月30日を基準日とする株式分割（1株⇒2株）を前期の期首に

行 たものと仮定して算定しております
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行ったものと仮定して算定しております。


