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業績ハイライト

（単位：百万円）
売上高 経常利益 / 純利益

（単位：百万円）

 6期連続増収増益
 売上高・利益は中間決算の最高を更新
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連結業績の概要

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 増減額 増減率
第２四半期
（計画）（計画）

売上高 4,360 4,994 +634 +14.6% 4,500

営業費用 3,268 3,377 +108 +3.3% 3,315

営業利益 1,091 1,617 +526 +48.2% 1,185

営業外損益 19 19 +0 +0.7% 15

経常利益 1,111 1,637 +526 +47.4% 1,200

特別損益 － － － － －

法人税等 360 587 +226 +62.7% 440

四半期純利益 750 1,050 +299 +40.0% 760

 売上高・利益は、当初計画及び前年同期を上回り、増収増益
 売上高は、主に測量土木CAD事業の売上が増加
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売上高の内訳

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 増減額 増減率

ソフトウェア 2,257 2,747 +490 +21.7%

保守サービス 1,657 1,757 +99 +6.0%

商品 220 207 △12 △5.9%

その他 224 282 +57 +25.6%

合計 4,360 4,994 +634 +14.6%

 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 前第２四半期は統 地方選挙 当第２四半期は参議院選挙があり その他は、前第２四半期は統一地方選挙、当第２四半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２四半期 当第２四半期 増減額 増減率

人件費 2,147 2,255 +107 +5.0%

商品売上原価 170 163 △6 △3.9%

賃借料 184 185 +1 +0.7%

旅費交通費 154 140 △14 △9.1%

減価償却費減価償却費 58 66 +7 +13.1%

ロイヤリティ 70 63 △6 △9.6%

外注費 63 56 △7 △11 5%外注費 63 56 △7 △11.5%

その他費用 418 444 +26 +6.3%

合計 3 268 3 377 +108 +3 3%合計 3,268 3,377 +108 +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 2,621 2,372 － 4,994

営業利益 620 931 65 1,617

（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 2,437 1,922 － 4,360売 高 , , ,

営業利益 587 481 22 1,091

 建築CAD事業、測量土木CAD事業ともに増収増益
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建築CAD事業

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 増減額 増減率

売上高 2,437 2,621 +184 +7.5%

営業利益 587 620 +32 +5.6%

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

1 400

1,600

売上高内訳

前四半期

（単位：百万円）

その他は選挙関連サービスで、参議院選挙が
あったため増加
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2016年7月20日に、「3Dカタログ.com」と
ARCHITREND ZEROの連携サービスを開始、
バーチャル空間体感システムARCHITREND VR
を販売開始
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測量土木CAD事業

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 増減額 増減率

売上高 1,922 2,372 +450 +23.4%

営業利益 481 931 +450 +93.4%

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
「 売 が増
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売上高内訳

前四半期

（単位：百万円）

「TREND－POINT」の売上が増加

保守サービスは、測量・土木ともに加入件数が
増加800
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貸借対照表の概要

（単位：百万円）

前第２四半期末 当第２四半期末 増減額

現金及び預金 6 583 8 187 +1 604現金及び預金 6,583 8,187 +1,604

受取手形及び売掛金 1,299 1,609 +310

その他流動資産 597 703 +105

有形固定資産 2,653 2,587 △65

無形固定資産 36 56 +20

投資その他の資産 2,246 1,919 △327

資産合計 13,417 15,064 +1,647

前受金 1,701 1,878 +176

その他流動負債 1 366 1 781 +415その他流動負債 1,366 1,781 +415

固定負債 339 241 △98

資本金、資本剰余金 3,727 3,727 －

利益剰余金利益剰余金 5,508 6,831 +1,322

有価証券評価差額金その他 773 603 △170

負債純資産合計 13,417 15,064 +1,647

9

自己資本比率 74.6% 74.1%



キャッシュ・フローの概要

（単位：百万円）

前第２四半期 当第２四半期 増減額前第２四半期 当第２四半期 増減額

営業活動によるキャッシュ・フロー 883 1,146 +263

投資活動によるキャッシュ・フロー △344 △361 △16

財務活動によるキャッシュ・フロ △343 △458 △114財務活動によるキャッシュ・フロー △343 △458 △114

現金及び現金同等物の増減額 194 327 +132

現金及び現金同等物の期末残高 6,283 7,887 +1,604

 営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前利益1,637百万円、法人税等の支払額547百万円

 投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入額300百万円 無形固定資産の取得36百万円
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定期預金の預入額300百万円、無形固定資産の取得36百万円
 財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額458百万円



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%

11


