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連結業績の概要
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（単位：百万円）

 売上高、各利益は前年同期比で増収増益

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 9,543 9,561 +18 +0.2% 12,454

営業費用 5,860 5,489 △370 △6.3% 7,919

営業利益 3,682 4,071 +389 +10.6% 4,534

営業外損益 38 35 △2 △7.4% 51

経常利益 3,720 4,107 +386 +10.4% 4,585

特別損益 － － － － －

法人税等 1,191 1,348 +156 +13.2% 1,377

四半期純利益 2,528 2,758 +229 +9.1% 3,208



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 5,026 5,519 +492 +9.8%

保守サービス 3,407 3,620 +212 +6.2%

商品 354 383 +29 +8.3%

選挙関連 652 38 △613 △94.1%

その他 102 － △102 －

合計 9,543 9,561 +18 +0.2%

 ソフトウェア、保守サービスは、建築、測量土木ともに前年同期比増加
 選挙関連の売上は、大型の選挙がなく前年同期比減少

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 3,912 3,953 +41 +1.1%

商品売上原価 290 318 +27 +9.5%

賃借料 282 281 △1 △0.4%

旅費交通費 239 95 △144 △60.1%

減価償却費 145 157 +12 +8.5%

ロイヤリティ 88 116 +27 +31.1%

外注費 108 59 △48 △45.0%

その他費用 793 507 △285 △36.1%

合計 5,860 5,489 △370 △6.3%

 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、出張等を自粛したことで旅費交通費などの
費用が減少



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事業は増収増益
 ＩＴソリューション事業は減収減益

（単位：百万円）（参考：前年同四半期）

建築CAD 測量土木
CAD

ITソリュー
ション

調整額 合計

売上高 4,510 4,950 100 － 9,561

営業利益 1,701 2,309 △66 127 4,071

建築CAD 測量土木
CAD

ITソリュー
ション

調整額 合計

売上高 4,140 4,750 652 － 9,543

営業利益 1,238 2,121 273 48 3,682

建築CAD事業
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（単位：百万円）

ソフトウエアは、IT導入補助金が追い風となり増加

保守サービスは加入件数が増加

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 4,140 4,510 +370 +8.9%

営業利益 1,238 1,701 +462 +37.3%
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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」の普及及びIT導入補助金
により増加

保守サービスは、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 4,750 4,950 +200 +4.2%

営業利益 2,121 2,309 +188 +8.9%
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（単位：百万円）

ＩＴソリューション事業
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（単位：百万円）

昨年度は統一地方選、参議院選の出口調査システムにかかわる売上を計上したが、
今年度は大型選挙がなく前年同期比で減収減益

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 652 100 △552 △84.7%

営業利益 273 △66 △340 －



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 9,390 12,186 +2,796

受取手形及び売掛金 1,626 1,612 △14

その他流動資産 821 927 +105

有形固定資産 2,420 2,433 +13

無形固定資産 171 270 +98

投資その他の資産 2,002 1,979 △23

資産合計 16,432 19,410 +2,977

前受金 2,307 2,317 +9

その他流動負債 1,534 2,016 +482

固定負債 191 188 △3

資本金、資本剰余金 3,131 3,131 －

利益剰余金 8,762 11,270 +2,507

有価証券評価差額金その他 504 485 △18

負債純資産合計 16,432 19,410 +2,977

自己資本比率 75.5 76.7

2021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 12,454 11,900 △4.5%

営業利益 4,534 4,320 △4.7%

経常利益 4,585 4,370 △4.7%

当期純利益 3,208 2,970 △7.4%

1株当たり当期純利益 155円18銭 143円65銭

1株当たり配当金 45円 42円

配当性向 29.0% 29.2%


