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第３四半期および通期業績予想の修正に関するお知らせ 
 

 
平成 18 年１月 30 日付で公表した平成 18 年６月期の第３四半期業績予想および通期業績

予想を以下のとおり修正いたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．平成 18 年６月期第３四半期業績予想の修正（平成 17 年７月１日～平成 18 年３月 31 日） 

（1）連結業績予想（９ヶ月間累計） （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 四半期純利益 

前回発表予想 （A） 10,690 ～ 10,890 1,320 ～ 1,490 740 ～ 840 

今回発表予想 （B） 10,305 1,035 630 

増 減 額 （B-A） 
上限       △585 

下限       △385 

上限       △455 

下限       △285 

上限       △210 

下限       △110 

増 減 率 
上限     △5.4％ 

下限     △3.6％ 

上限    △30.5％ 

下限    △21.6％ 

上限    △25.0％ 

下限    △14.9％ 

（参考）前年同期実績 7,828 1,031 558 

 

 

 



２．平成 18年６月期通期業績予想の修正（平成17年７月１日～平成 18年６月 30日） 

（1）連結業績予想 （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

前回発表予想 （A） 15,200 ～ 15,600 2,360 ～ 2,580 1,330 ～ 1,460 

今回発表予想 （B） 14,150 1,200 700 

上限   △1,450 上限  △1,380 上限   △760 
増 減 額 （B-A） 下限   △1,050 下限  △1,160 下限   △630 

上限   △9.3％ 上限 △53.5％ 上限 △52.1％ 
増 減 率 下限   △6.9％ 下限 △49.2％ 下限 △47.4％ 

（参考）前年同期実績 11,593 1,785 1,950 

 

（2）個別業績予想 （単位：百万円未満切捨） 

 売上高 経常利益 当期純利益 
１株当たり 

期末配当金 

前回発表予想 （A） 11,200～11,500 2,500～2,710 1,480～1,610 0 円 00 銭 

今回発表予想 （B） 10,100 1,440 860 0 円 00 銭 

上限 △1,400 上限 △1,270 上限  △750 
増 減 額 （B-A） 下限 △1,100 下限 △1,060 下限  △620 

上限 △12.2％ 上限 △46.9％ 上限 △46.6％ 
増 減 率 下限 △9.8％ 下限 △42.4％ 下限 △41.9％ 

変更なし 

（参考）前年同期実績 8,934 1,880 1,106 0 円 00 銭 

 

 

３．業績予想修正の経緯 

当連結会計年度の今後の経済状況につきましては、景気反転による需要拡大のきざしを感

じている大手企業や中堅企業が、老朽化設備の更新にとどまらない前向きな設備投資を慎重

に増加させていくものと思われます。情報システム投資に関しては、自動車、電機業界を中

心とする製造業大手は、需要拡大に対応するため、これまで手控えていた設計、生産、調達、

販売といった本業部分への収益拡大目的での投資を拡大しつつあり、人事、会計といったバ

ックオフィス基幹業務へのコスト削減目的の投資よりも、本業への投資を優先する傾向が出

ております。 

当第３四半期連結会計期間においては、従業員数 6,000 名超の超大手企業向け案件の受注

見込みを数件もっておりましたが、大型案件市場は見込みよりも大幅に縮小しており、これ

らは当連結会計年度末までに成約しがたいものとの判断にいたりました。 

この傾向に対処するため、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与をはじめとする人事分野の製品
群の販売にあたり、従業員数 1,000 名～6,000 名規模である一般の大手企業向けの案件によ

り一層注力してまいりました。その結果、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与は 84社（累計 446
社）、Web サービスは 46 社（累計 206 社）、就労・プロジェクト管理は 37 社（累計 139 社）

に導入され、これら３製品をあわせた HR シリーズの新規導入社数は、前年同期の 131 社か

ら 167 社にまで増加いたしました。一方で平成 17年 12月に全４製品からなるラインナップ

を完成させた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズにおいては、Financial Management は 10
社（累計 19社）、Business Management は 10 社（累計 14社）、Assets Management は７社（累

計 11社）、Cash Management は４社（累計５社）に新規導入されております。しかしながら、

これらによっても人事・給与分野における大型案件の減少を補うにはいたりませんでした。 

これにより、連結売上高は第３四半期において 10,305 百万円、通期では 14,150 百万円と

なるものと改めて見込むものであります。 



売上高が当初計画どおりの伸びを示せない中、子会社の本社事務所の移転・同居をはじめ、

経費削減に努めてまいりました。しかし、人件費、地代家賃をはじめとする固定費が大きい

ため、売上高の動向はそのまま利益に影響する傾向にあります。また、現状の主力製品であ

る「ＣＯＭＰＡＮＹ®」HR シリーズ、今後数年間の成長が期待される「ＣＯＭＰＡＮＹ®」
会計シリーズに次ぐ収益の柱として、SCM（サプライチェーンマネジメント、生産管理）や

CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント、顧客管理）といった分野における新製

品開発が長期的成長には不可欠な投資であると考えております。 

その結果、連結経常利益は、第３四半期は 1,035 百万円、通期では 1,200 百万円となる見

込みです。また、前連結会計年度において 1,437 百万円を計上した子会社債務免除益（特別

利益）の影響がなくなり、連結純利益は、第３四半期は 630 百万円、通期では 700 百万円と

見込んでおります。 

なお、第３四半期連結会計期間の実績はただいま集計中であり、４月 27 日（木）に発表

の予定であります。 

また、平成 17年９月 28日開催の定時株主総会において決議されたストックオプションと

しての新株予約権（当社普通株式 4,628 株相当）の発行は、これを取り止める方針でありま

す。 

 

以 上 


