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連結業績の概要
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（単位：百万円）

 増収増益
 売上高は、建築CAD事業、測量土木CAD事業ともに増加

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率
前期

（通期）

売上高 2,653 2,739 +85 +3.2% 10,902

営業費用 1,809 1,765 △44 △2.5% 7,215

営業利益 844 974 +130 +15.4% 3,687

営業外損益 12 10 △1 △14.4% 44

経常利益 856 984 +128 +15.0% 3,731

特別損益 － － － － －

法人税等 305 190 △115 △37.8% 1,307

四半期純利益 550 794 +244 +44.3% 2,423



売上高の内訳
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（単位：百万円）

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率

ソフトウェア 1,476 1,559 +83 +5.6%

保守サービス 935 1,013 +78 +8.4%

商品 149 123 △26 △17.5%

その他 92 43 △49 △53.6%

合計 2,653 2,739 +85 +3.2%

 ソフトウェアは、建築CAD事業が増加
 保守サービスは、建築・測量・土木ともに増加

営業費用の内訳
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（単位：百万円）

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率

人件費 1,178 1,196 +17 +1.5%

商品売上原価 120 97 △22 △18.8%

賃借料 93 93 +0 +0.5%

旅費交通費 78 78 △0 △0.1%

減価償却費 37 44 +6 +18.1%

ロイヤリティ 33 30 △2 △8.0%

外注費 15 15 △0 △0.8%

その他費用 252 208 △44 △17.4%

合計 1,809 1,765 △44 △2.5%

 人件費は、新入社員の採用により人員が増加
 減価償却費は、ソフトウェア償却費が増加



セグメント情報
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（単位：百万円）

 建築CAD事業は増収増益
 測量土木CAD事業は増収減益

建築CAD 測量土木
CAD

調整額 合計

売上高 1,353 1,386 － 2,739

営業利益 391 555 27 974

（単位：百万円）

建築CAD 測量土木
CAD

調整額 合計

売上高 1,279 1,373 － 2,653

営業利益 260 573 9 844

（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
助金の効果により増加

保守サービスは加入件数が増加

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率

売上高 1,279 1,353 +73 +5.7%

営業利益 260 391 +130 +50.2%

（単位：百万円）
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測量土木CAD事業
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（単位：百万円）

測量ソフトウェアでは3次元計測ニーズは拡大
し、「TREND-ONE」への既存システムからの
システムチェンジが好調に推移
土木ソフトウェアでは現場の3次元見える化を

進める建設会社へのCIMシステム「TREND-
CORE」の導入が加速

保守サービスは、測量・土木ともに加入件数が
増加

人件費の増加とインフラ整備費の増加のため
営業利益は減少

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率

売上高 1,373 1,386 +12 +0.9%

営業利益 573 555 △17 △3.1%

（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1四半期末 当第1四半期末 増減額

現金及び預金 8,960 5,233 △3,727

受取手形及び売掛金 1,610 1,687 +77

その他流動資産 833 987 +154

有形固定資産 2,533 2,491 △42

無形固定資産 52 65 +13

投資その他の資産 2,372 2,315 △56

資産合計 16,361 12,780 △3,581

前受金 2,089 2,332 +243

その他流動負債 1,678 1,463 △214

固定負債 313 248 △64

資本金、資本剰余金 3,727 3,727 －

利益剰余金 7,720 9,726 +2,005

有価証券評価差額金その他 832 △4,718 △5,551

負債純資産合計 16,361 12,780 △3,581

自己資本比率 75.1% 68.3%



2019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 10,902 11,080 +1.6%

営業利益 3,687 3,710 +0.6%

経常利益 3,731 3,740 +0.2%

当期純利益 2,423 2,430 +0.3%

1株当たり当期純利益 105円65銭 117円53銭

1株当たり配当金 32円00銭 35円00銭

配当性向 30.3% 29.8%


