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(百万円未満切捨て)

１．2020年３月期第１四半期の業績（2019年４月１日～2019年６月30日）
（１）経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 725 ― △63 ― △57 ― 251 ―

2019年３月期第１四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

2020年３月期第１四半期 48.64 ―

2019年３月期第１四半期 ― ―

（注）当社は、2019年３月期第１四半期は連結業績を開示しておりましたが、当第１四半期より非連結での業績を開示

しております。そのため、2019年３月期第１四半期の経営成績（累計）及び対前年同四半期増減率については記

載しておりません。

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2020年３月期第１四半期 2,789 1,947 69.8

2019年３月期 2,291 1,711 74.7

(参考)自己資本 2020年３月期第１四半期 1,947 百万円 2019年３月期 1,711 百万円

　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

2019年３月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

2020年３月期 ―

2020年３月期(予想) 0.00 ― 3.00 3.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ：無

　

３．2020年３月期の業績予想（2019年４月１日～2020年３月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第２四半期(累計) 1,400 ― △50 ― △50 ― 180 ― 34.76

通期 2,900 4.2 100 △68.6 100 △69.2 280 △37.7 54.08

(注)１. 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無

２. 2019年３月期第２四半期（累計）においては、個別業績を開示していないため、対前年同四半期増減率は記

　 載しておりません。
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※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

　① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

　② ①以外の会計方針の変更 ： 無

　③ 会計上の見積りの変更 ： 無

　④ 修正再表示 ： 無

（３）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 2020年３月期１Ｑ 5,184,140株 2019年３月期 5,184,140株

② 期末自己株式数 2020年３月期１Ｑ 6,289株 2019年３月期 6,289株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年３月期１Ｑ 5,177,851株 2019年３月期１Ｑ 5,177,851株

　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

　

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（将来に関する記述等についてのご注意）

　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断

する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は

様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用に当たっての注意

事項等については、添付資料Ｐ.３「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想などの将来予測情報に関する

説明」をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第１四半期累計期間における我が国の経済は、人手不足に対応した省力化投資や東京オリンピック・パラリ

ンピックに向けた建設需要を中心とした設備投資が底堅い動きを見せるなど、緩やかな回復基調で推移いたしま

した。しかしながら、米中貿易摩擦による景気の下振れや消費税増税による国内消費の落ち込み懸念等により、

依然として先行き不透明な状況となっております。

　このような状況のもと、当社は、独自のソリューションで主に日本の代表的な基幹産業の自動車・重工業・精

密機器や電気機器等の設計の礎となるCAD設計から、アプリケーションソフト開発、カスタマイジング、保守運用

に至るまで総合エンジニアリングサービスで多様化するお客様のニーズにお応えする事業を推進しております。

　当第１四半期累計期間におきましては、2019年４月１日付で当社の100％子会社であるアンドールシステムズ株

式会社を吸収合併したことにより、当第１四半期決算において、抱合せ株式消滅差益287,122千円を特別利益とし

て計上するとともに、非連結での業績開示を行う運びとなりました。また、上記合併による従業員数の増加に伴

い、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法へ変更した影響により、同第１四半期決算において、退職給付

費用として117,031千円を売上原価に、25,126千円を販売費及び一般管理費にそれぞれ計上いたしました。

　以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は725,248千円、営業損失は63,185千円、経常損失は

57,288千円、四半期純利益は251,840千円となりました。

　なお、前第１四半期累計期間は四半期連結財務諸表を作成し、四半期財務諸表を作成していないため、前年同

四半期との比較分析は行っておりません。

※参考：2019年３月期第１四半期連結業績に対する前年同期比は、売上高6.6％増、営業利益215.9％減、経常利益

　 197.1％減、四半期純利益540.5％増となります。

セグメントごとの業績は下記のようになっております。

Ⅰ エンジニアリング事業

　業務系・制御系・LSI設計・回路設計・機械設計等の豊富な経験を持つ技術者が、ソフトウェア開発からアウト

ソーシング・技術者派遣まで、多方面にわたる設計サービス分野において、総合エンジニアリングサービスを行

っております。

　技術者工数の確保により売上高は堅調な推移となったものの、退職給付債務の算定方法変更に伴う人件費増加

等の影響により、この事業の売上高は518,874千円となり、経常損失は80,555千円となりました。

※参考：2019年３月期第１四半期連結業績に対する前年同期比は、売上高6.1％増、経常利益959.0％減となります。

Ⅱ プロダクツ事業

　自社の開発商品であるソフトウェア、附帯するハードウェア機器を販売し、導入・保守・運用・受託開発を行

っております。

　パッケージソフト開発・販売としては、２次元CADソフト「CADSUPER」ならびに「CADSUPER Lite」、３次元CAD

システム「CADSUPER Works」、2.5次元CAMソフト「CAMCORE EX」等のCAD/CAM関連製品を主力製品として取り扱っ

ております。

　システム商品販売としては、自社開発製品をベースに他社との協業でのトータルソリューション製品を販売し、

お客様のニーズに適合するシステムを提供することによりお客様指向、問題解決指向型の提案営業を行っており

ます。

　導入運用サービスとしては、自社製品販売に伴う導入・保守・運用・サポート収入が主体であります。

　受託開発としては、自社CADソフトのカスタマイジングを始め、当社の３Ｄ技術を活かしたソフトウェア開発を

行っております。

　消費税増税を控えた駆込み需要により、特に３次元CADソフトの販売が好調で、自社製品売上高が伸長したもの

の、退職給付債務の算定方法変更に伴う人件費増加等の影響により、この事業の売上高は200,896千円となり、経

常利益は21,207千円となりました。
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※参考：2019年３月期第１四半期連結業績に対する前年同期比は、売上高8.4％増、経常利益54.4％減となります。

Ⅲ 不動産事業

　不動産の賃貸料を売上高に計上しております。

　不動産稼働率の減少により、この事業の売上高は5,477千円となり、経常利益は2,058千円となりました。

※参考：2019年３月期第１四半期連結業績に対する前年同期比は、売上高7.3％減、経常利益33.1％減となります。

（２）財政状態に関する説明

　当第１四半期会計期間末の総資産は、ソフトウェアの減少（115,048千円から99,058千円へ）15,989千円、投資有

価証券の減少（221,544千円から189,704千円へ）31,839千円等があったものの、現金及び預金の増加（1,241,236千

円から1,462,989千円へ）221,753千円、受取手形及び売掛金の増加（376,534千円から410,554千円へ）34,019千円、

未収入金の増加（2,323千円から43,638千円へ）41,314千円、建物（純額）の増加（22,822千円から110,683千円

へ）87,861千円、土地の増加（28,400千円から189,346千円へ）160,946千円、繰延税金資産の増加（78,659千円か

ら137,582千円へ）58,922千円等により、前事業年度末に比べ497,908千円増加の2,789,050千円となりました。

　負債は、未払法人税等の減少（48,601千円から11,379千円へ）37,221千円、賞与引当金の減少（60,190千円から

43,312千円へ）16,878千円等があったものの、未払金の増加（41,841千円から132,589千円へ）90,747千円、退職給

付引当金の増加（166,069千円から383,330千円へ）217,260千円等により、前事業年度末に比べ261,925千円増加の

841,907千円となりました。

　純資産は、配当金の総額15,533千円等があったものの、四半期純利益の計上251,840千円により、前事業年度末に

比べ235,983千円増加の1,947,143千円となり、自己資本比率は69.8％となりました。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

　2019年５月20日公表の「2019年３月期決算短信［日本基準］（連結）」をご参照ください。業績予想の修正は

ありません。

　なお、本資料に記載されている業績予想等の将来の予想に対する記述は、本資料の発表日現在において入手可

能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があり

ます。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,241,236 1,462,989

受取手形及び売掛金 376,534 410,554

商品及び製品 460 460

仕掛品 948 8,292

貯蔵品 5,999 5,999

前払費用 51,658 68,262

預け金 12,762 18,328

未収入金 2,323 43,638

その他 1,019 772

流動資産合計 1,692,943 2,019,297

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 22,822 110,683

工具、器具及び備品（純額） 4,367 4,602

土地 28,400 189,346

有形固定資産合計 55,590 304,632

無形固定資産

ソフトウエア 115,048 99,058

ソフトウエア仮勘定 3,041 17,608

電話加入権 3,131 3,219

無形固定資産合計 121,221 119,886

投資その他の資産

投資有価証券 221,544 189,704

関係会社株式 103,200 -

破産更生債権等 - 698

敷金 15,731 15,695

会員権 9,475 9,475

繰延税金資産 78,659 137,582

貸倒引当金 △7,225 △7,923

投資その他の資産合計 421,385 345,233

固定資産合計 598,198 769,753

資産合計 2,291,141 2,789,050
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(単位：千円)

前事業年度
(2019年３月31日)

当第１四半期会計期間
(2019年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 68,528 47,427

未払金 41,841 132,589

未払費用 35,833 59,501

未払法人税等 48,601 11,379

未払消費税等 27,628 40,945

前受金 117,610 104,668

預り金 5,016 9,055

賞与引当金 60,190 43,312

その他 1,962 1,954

流動負債合計 407,213 450,834

固定負債

退職給付引当金 166,069 383,330

役員退職慰労引当金 6,699 6,042

その他 - 1,701

固定負債合計 172,768 391,073

負債合計 579,981 841,907

純資産の部

株主資本

資本金 501,889 501,889

利益剰余金

利益準備金 29,195 30,748

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 1,166,816 1,401,570

利益剰余金合計 1,196,011 1,432,319

自己株式 △1,910 △1,910

株主資本合計 1,695,991 1,932,298

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 15,168 14,844

評価・換算差額等合計 15,168 14,844

純資産合計 1,711,159 1,947,143

負債純資産合計 2,291,141 2,789,050
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
当第１四半期累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年６月30日)

売上高 725,248

売上原価 638,652

売上総利益 86,596

販売費及び一般管理費 149,781

営業損失（△） △63,185

営業外収益

受取利息 105

受取配当金 5,707

固定資産賃貸料 126

営業外収益合計 5,939

営業外費用

支払利息 41

雑損失 1

営業外費用合計 42

経常損失（△） △57,288

特別利益

投資有価証券売却益 1,444

抱合せ株式消滅差益 287,122

特別利益合計 288,567

税引前四半期純利益 231,278

法人税、住民税及び事業税 5,842

法人税等調整額 △26,404

法人税等合計 △20,562

四半期純利益 251,840
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（３）四半期財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

　Ⅰ 当第１四半期累計期間(自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：千円)

報告セグメント

合計
エンジニアリン

グ事業
プロダクツ事業 不動産事業 計

売上高

外部顧客への売上高 518,874 200,896 5,477 725,248 725,248

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― ― ― ― ―

計 518,874 200,896 5,477 725,248 725,248

セグメント利益又は損失（△） △80,555 21,207 2,058 △57,288 △57,288

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期損益計算書の経常損失と一致しております。
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