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連結業績の概要
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（単位：百万円）

 売上高、営業利益、経常利益は前年同期比増加
 第１四半期の売上高、営業利益としては過去最高

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 2,739 3,062 +322 +11.8% 11,414

営業費用 1,765 1,992 +227 +12.9% 7,318

営業利益 974 1,069 +95 +9.8% 4,096

営業外損益 10 11 +0 +9.1% 53

経常利益 984 1,081 +96 +9.8% 4,149

特別損益 － － － － －

法人税等 190 330 +140 +73.7% 1,266

四半期純利益 794 750 △43 △5.5% 2,883



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 1,559 1,533 △25 △1.7

保守サービス 1,013 1,117 +103 +10.2%

商品 123 126 +3 +2.6%

選挙関連 9 283 +274 +2837.2%

その他 33 0 △32 △97.3%

合計 2,739 3,062 +322 +11.8%

 ソフトウェアは、建築CAD事業が前年同期比減少
 保守サービスは、建築・測量・土木ともに増加
 選挙関連の売上が前年同期比増加

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 1,196 1,331 +135 +11.3%

商品売上原価 97 100 +2 +2.8%

賃借料 93 95 +1 +1.9%

旅費交通費 78 74 △3 △4.8%

減価償却費 44 40 △3 △7.4%

ロイヤリティ 30 29 △1 △5.4%

外注費 15 26 +10 +68.4%

その他費用 208 293 +85 +40.9%

合計 1,765 1,992 +227 +12.9%

 制度の変更により、人件費が増加
 消耗品費や通信費等のその他費用が増加



セグメント情報
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（単位：百万円）

 建築CAD事業は減収減益
 測量土木CAD事業は増収増益
 ＩＴソリューション事業は増収増益

建築CAD 測量土木
CAD

ITソリュー
ション

調整額 合計

売上高 1,256 1,522 283 － 3,062

営業利益 346 635 95 △7 1,069

（単位：百万円）

建築CAD 測量土木
CAD

ITソリュー
ション

調整額 合計

売上高 1,343 1,386 9 － 2,739

営業利益 414 555 △22 27 974

（参考：前年同四半期）

建築CAD事業
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（単位：百万円）

木造住宅関連の設計システムの売上が伸び悩
み、減収減益

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 1,343 1,256 △87 △6.5%

営業利益 414 346 △67 △16.4%
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（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、 引き続き、国土交通省が推進す
る 「i-Construction」の普及により増加

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 1,386 1,522 +135 +9.8%

営業利益 555 635 +79 +14.3%

（単位：百万円）

ＩＴソリューション事業
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（単位：百万円）

主に、選挙の出口調査システムにかかわる売上を計上したことにより、前年同期比
で大幅な増収増益

前第１四半期 当第１四半期 増減額 増減率

売上高 9 283 +274 +2837.2%

営業利益 △22 95 +118 －



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 5,233 7,832 +2,599

受取手形及び売掛金 1,687 1,582 △105

その他流動資産 987 1,344 +357

有形固定資産 2,491 2,457 △33

無形固定資産 65 135 +70

投資その他の資産 2,315 1,878 △436

資産合計 12,780 15,231 +2,451

前受金 2,332 2,382 +49

その他流動負債 1,463 2,201 +738

固定負債 248 140 △107

資本金、資本剰余金 3,727 3,131 △595

利益剰余金 9,726 6,984 △2,741

有価証券評価差額金その他 △4,718 390 +5,109

負債純資産合計 12,780 15,231 +2,451

自己資本比率 68.3% 69.0%

2020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 11,414 11,700 +2.5%

営業利益 4,096 4,120 +0.6%

経常利益 4,149 4,150 +0.0%

当期純利益 2,883 2,730 △5.3%

1株当たり当期純利益 139円45銭 132円04銭

1株当たり配当金 40円 40円

配当性向 28.7% 30.3%


