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連結業績の概要
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（単位：百万円）

 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、建築CAD事業、測量土木CAD事業ともに増加

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率
前期

（通期）

売上高 7,267 8,210 +943 +13.0% 9,970

営業費用 5,006 5,404 +398 +8.0% 6,855

営業利益 2,261 2,806 +545 +24.1% 3,114

営業外損益 26 31 +5 +20.9% 38

経常利益 2,287 2,838 +551 +24.1% 3,153

特別損益 △8 － +8 － △8

法人税等 825 1,004 +179 +21.7% 1,136

四半期純利益 1,454 1,834 +379 +26.1% 2,009



売上高の内訳
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（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 3,986 4,487 +500 +12.6%

保守サービス 2,659 2,865 +206 +7.8%

商品 285 350 +65 +22.8%

その他 336 507 +171 +50.9%

合計 7,267 8,210 +943 +13.0%

 ソフトウェアは、建築、測量・土木ともに増加
 保守サービスも、建築、測量・土木ともに増加
 その他は、前第３四半期は参議院選挙、当第３四半期は衆議院選挙があり、

選挙規模の影響により増収

営業費用の内訳
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（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 3,360 3,526 +166 +4.9%

商品売上原価 228 289 +60 +26.6%

賃借料 278 279 +0 +0.3%

旅費交通費 219 245 +25 +11.8%

減価償却費 104 108 +3 +3.6%

ロイヤリティ 96 92 △4 △4.7%

外注費 80 104 +24 +30.3%

その他費用 637 758 +120 +19.0%

合計 5,006 5,404 +398 +8.0%

 人件費は、新入社員の採用により人員が増加
 商品売上原価は、商品売上の増加に伴い増加



セグメント情報
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（単位：百万円）

 建築CAD事業、測量土木CAD事業ともに増収増益

建築CAD 測量土木
CAD

調整額 合計

売上高 4,226 3,984 － 8,210

営業利益 1,154 1,680 △28 2,806

（単位：百万円）

建築CAD 測量土木
CAD

調整額 合計

売上高 3,727 3,539 － 7,267

営業利益 788 1,397 75 2,261

（参考：前年同四半期）

建築CAD事業
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（単位：百万円）

ソフトウェアは経済産業省が実施したＩＴ導入補
助金の効果及び3Ｄカタログの収入が増え増加

「3Ｄカタログ.com」の有料会員数は、順調に増
加
（2017年3月末2,409→2017年12月末6,299）

その他は選挙関連サービスで、衆議院選挙が
あったため増加

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 3,727 4,226 +499 +13.4%

営業利益 788 1,154 +365 +46.4%
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（単位：百万円）



測量土木CAD事業
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（単位：百万円）

ソフトウェアは、 国土交通省が推進する
「i-Construction」及びＩＴ導入補助金の効果により
増加

大手測量事務所に、測量システムの大口売上
が発生

保守サービスは、測量・土木ともに加入件数が
増加

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 3,539 3,984 +444 +12.6%

営業利益 1,397 1,680 +283 +20.3%

（単位：百万円）
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貸借対照表の概要
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（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 8,776 10,632 +1,856

受取手形及び売掛金 1,369 1,408 +39

その他流動資産 636 790 +154

有形固定資産 2,561 2,526 △35

無形固定資産 61 65 +4

投資その他の資産 1,958 2,224 +265

資産合計 15,363 17,647 +2,284

前受金 1,830 2,140 +310

その他流動負債 1,676 1,620 △55

固定負債 256 333 +76

資本金、資本剰余金 3,727 3,727 －

利益剰余金 7,235 9,004 +1,768

有価証券評価差額金その他 637 820 +183

負債純資産合計 15,363 17,647 +2,284

自己資本比率 75.5% 76.8%



2018年3月期通期業績予想
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（単位：百万円）

前期（実績） 当期（予想）
対前期
増減率

売上高 9,970 10,100 +1.3%

営業利益 3,114 3,150 +1.1%

経常利益 3,153 3,180 +0.8%

当期純利益 2,009 2,100 +4.5%

1株当たり当期純利益 87円46銭 91円40銭

1株当たり配当金 27円00銭 28円00銭

配当性向 30.9% 30.6%


