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連結業績の概要
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（単位：百万円）

 売上高、各利益は過去最高

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 8,210 8,408 +197 +2.4% 10,902

営業費用 5,404 5,295 △108 △2.0% 7,215

営業利益 2,806 3,112 +306 +10.9% 3,687

営業外損益 31 34 +2 +7.2% 44

経常利益 2,838 3,146 +308 +10.9% 3,731

特別損益 － － － － －

法人税等 1,004 936 △67 △6.8% 1,307

四半期純利益 1,834 2,210 +376 +20.5% 2,423



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 4,487 4,828 +341 +7.6%

保守サービス 2,865 3,127 +261 +9.1%

商品 350 293 △57 △16.4%

その他 507 158 △348 △68.7%

合計 8,210 8,408 +197 +2.4%

 ソフトウェア、保守サービス売上が増加し、主たる業務では、大きく伸長
 その他売上においては、選挙関連サービス及び受託関連が減少

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 3,526 3,601 +75 +2.1%

商品売上原価 289 242 △47 △16.3%

賃借料 279 289 +9 +3.4%

旅費交通費 245 242 △3 △1.3%

減価償却費 108 132 +24 +22.2%

ロイヤリティ 92 98 +6 +6.6%

外注費 104 56 △47 △45.5%

その他費用 758 632 △125 △16.6%

合計 5,404 5,295 △108 △2.0%

 商品売上原価、外注費、支払手数料等のその他費用が縮減
 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事業は減収増益、測量土木CAD事業は増収増益

建築CAD 測量土木
CAD

調整額 合計

売上高 4,125 4,283 － 8,408

営業利益 1,224 1,801 86 3,112

（単位：百万円）

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

（参考：前年同四半期）

建築CAD事業
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（単位：百万円）

ソフトウエアは、IT導入補助金制度、
ＺＥＨ政策の後押しもあり、 堅調に推移

保守サービスは加入件数が増加

その他売上においては、選挙関連サービス及び
受託関連が減少

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 4,226 4,125 △101 △2.4%

営業利益 1,154 1,224 +69 +6.0%

（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）

ソフトウェアは、 国土交通省が推進する
「i-Construction」に伴う導入や、IT導入補助金
制度の後押しにより前年同期比で増加

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 3,984 4,283 +298 +7.5%

営業利益 1,680 1,801 +121 +7.2%

（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 10,632 7,248 △3,384

受取手形及び売掛金 1,408 1,715 +306

その他流動資産 551 607 +56

有形固定資産 2,526 2,464 △61

無形固定資産 65 76 +10

投資その他の資産 2,430 2,036 △394

資産合計 17,614 14,147 △3,466

前受金 2,140 2,322 +182

その他流動負債 1,620 1,682 +61

固定負債 300 166 △134

資本金、資本剰余金 3,727 3,131 △595

利益剰余金 9,004 6,388 △2,615

有価証券評価差額金その他 820 456 △364

負債純資産合計 17,614 14,147 △3,466

自己資本比率 76.9% 70.5



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%


