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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 9,561 10,670 +1,109 +11.6% 12,843

営業費用 5,489 5,836 +346 +6.3% 7,652

営業利益 4,071 4,834 +763 +18.7% 5,190

営業外損益 35 30 △5 △15.6% 46

経常利益 4,107 4,864 +757 +18.4% 5,236

特別損益 － － － － －

法人税等 1,348 1,636 +287 +21.3% 1,708

四半期純利益 2,758 3,227 +469 +17.0% 3,528



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 5,469 5,795 +325 +5.9%

保守サービス 3,658 3,902 +244 +6.7%

商品 395 455 +60 +15.4%

選挙関連 38 598 +560 +1467.5%

売上値引 － △81 △81 －

合計 9,561 10,670 +1,109 +11.6%

 ソフトウェアは、 「i-Construction」の普及やIT導入補助金の後押しもあり前年同期比増加
 保守サービスの売上は前年同期比増加
 選挙関連の売上は、2021年10月に行われた衆議院選挙の出口調査システムにかかわる

売上を計上し、前年同期比増加
 収益認識に関する会計基準の適用により、従来販売費及び一般管理費で計上していたリ

ベート等を、売上値引として売上高より減額する方法に変更

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 3,968 3,991 +23 +0.6%

商品売上原価 318 361 +43 +13.7%

賃借料 281 275 △5 △2.0%

旅費交通費 95 106 +11 +11.9%

減価償却費 157 141 △16 △10.2%

ロイヤリティ 116 129 +13 +11.5%

外注費 59 66 +6 10.6%

その他費用 492 762 +269 +54.8%

合計 5,489 5,836 +346 +6.3%

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）

 全てのセグメントにおいて増収増益

（単位：百万円）（参考：前年同四半期）

建築
システム

測量土木
システム

ITソリュー
ション

調整額 合計

売上高 4,775 5,208 687 － 10,670

営業利益 1,859 2,557 293 123 4,834

建築
システム

測量土木
システム

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

建築システム事業

6

（単位：百万円）

ソフトウェアは、建築物省エネ法改正に伴う

オプション売上の増加やIT導入補助金の売上の
後押しにより増加

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 4,510 4,775 +264 +5.9%

営業利益 1,701 1,859 +158 +9.3%
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測量土木システム事業
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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」の普及やBIM/CIMにかかわる
国の施策、IT導入補助金による後押しもあり

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 4,950 5,208 +257 +5.2%

営業利益 2,309 2,557 +247 +10.7%
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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）

2021年10月に行われた衆議院選挙の出口調査システムにかかわる売上を計上し、前年同期比

増加

前第３四半期 当第３四半期 増減額 増減率

売上高 100 687 +587 +587.4%

営業利益 △66 293 +360 －



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 12,186 14,809 +2,622

受取手形及び売掛金 1,612 2,413 +800

その他流動資産 927 786 △141

有形固定資産 2,433 2,396 △37

無形固定資産 270 187 △83

投資その他の資産 1,979 2,025 +46

資産合計 19,410 22,618 +3,207

前受金 2,317 2,312 △5

その他流動負債 2,016 2,100 +83

固定負債 188 185 △2

資本金、資本剰余金 3,131 3,131 －

利益剰余金 11,270 14,412 +3,141

有価証券評価差額金その他 485 476 △9

負債純資産合計 19,410 22,618 +3,207

自己資本比率 76.7 79.7

2022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 12,843 13,900 +8.2%

営業利益 5,190 5,900 +13.7%

経常利益 5,236 5,930 +13.2%

当期純利益 3,528 3,910 +10.8%

1株当たり当期純利益 170円66銭 189円11銭

1株当たり配当金 50円 56円

配当性向 29.3% 29.6%

最近の業績の動向等をふまえ、業績予想及び配当予想を修正しております。
業績予想としましては、売上高13,900百万円、営業利益5,900百万円、経常利益5,930百万円、
当期純利益3,910百万円を見込んでおり、配当予想は前回予想より6円増額の56円としており
ます。


