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１．１８年６月期の連結業績（平成17年７月１日～平成18年６月30日） 

(1) 連結経営成績 （百万円未満切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 

 

１８年６月期 
１７年６月期 

百万円 ％ 

 14,171 （22.2） 

 11,593 （65.3） 

百万円 ％ 

 1,415 （△24.2）

 1,867 （52.1）

百万円 ％ 

 1,358 （△23.9）

 1,785 （45.7）
 

 当期純利益 
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自 己 資 本

当期純利益率

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

１８年６月期 
１７年６月期 

百万円 ％ 

 769 （△60.6） 

 1,950 （186.3） 

円  銭

 1,661 85

 4,534 57

円  銭

 － －

 － －

％

 6.7 

 25.3 

％ 

 8.5 

 16.1 

％

 9.6 

 15.4 

(注) ①持分法投資損益 18年６月期 △42百万円 17年６月期 25百万円 

②期中平均株式数（連結） 18年６月期 462,858株 17年６月期 430,211株 

③会計処理の方法の変更 無 

④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

⑤平成17年５月16日付にて１株につき３株の割合をもって株式分割を行っております。なお、平成17年６月期の１株当たり当

期純利益および期中平均株式数は、期首に株式が増加したものとして算出しております。 

 (2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

１８年６月期 
１７年６月期 

百万円 

16,316 

15,784 

百万円

12,021 

11,149 

％

73.1 

70.6 

円   銭

 25,757 96 

 24,089 22 

(注)期末発行済株式数（連結） 18年６月期 462,858株 17年６月期 462,859株 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
営 業 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 

１８年６月期 
１７年６月期 

百万円 

536 

470 

百万円

△589 

△1,428 

百万円

△7 

3,856 

百万円

4,924 

4,978 

(4) 連結範囲及び持分法の適用に関する事項 

連結子会社数 ７社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 ２社 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規) －社 (除外) １社 持分法 (新規) －社 (除外) －社 

 

２．１９年６月期の連結業績予想（平成18年７月１日～平成19年６月30日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 
第1四半期 

通   期 

百万円 

3,550 

15,950 

百万円

210 

1,640 

百万円

104 

950 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 2,052円46銭 

※  実際の業績は、今後の経済環境、事業運営における状況変化により、見通しと異なる場合があります。なお、上記予

想に関する事項は添付資料の９ページをご参照ください。 
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１．企業集団の状況 

当社グループは、当社（株式会社ワークスアプリケーションズ）、子会社７社および関連会社３社で構成さ

れ、大手企業向け基幹業務パッケージソフトウェア製品の開発、販売、保守およびその他のソフトウェア関連

事業を行っております。 

当社と主な関係会社の当該事業における位置付けは以下のとおりであります。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．◎印は連結子会社であります。 

   ２．○印は持分法適用関連会社であります。 

 

その他 

サポートサービス事業 

教育＆コンサルティング 

プロダクトサポート 

ＢＰＯ事業 

◎株式会社ワークスグローバル
サービス 

◎ダイナシステム株式会社 

◎アリエル・ネットワーク株式
会社 

◎エイアイエムコンサルティン
グ株式会社 

○株式会社ドリーム・アーツ 

○株式会社スリー・シー・コン
サルティング 

◎株式会社ワークスプロダクツ 

◎株式会社ワークスソリュー
ションズ

海外事業 
  ◎ワークスインフォ・アプリ
ケーションサービス有限公司 

ＳＩ事業 
 ◎株式会社ワークスソリュー
ションズ

ソフトウェア 

保守 

プロダクト事業 
 

                     

 

 

ＨＲ関連 

会計関連 

その他（ＳＭＥ含む） 

保守サービス事業 
 

◎株式会社ワークスプロダクツ 

◎株式会社ワークスプロダクツ 

当 
 
 
 
 

社 
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（関係会社の状況） 

名称 住所 
資本金 

(百万円)

主要な事 

業の内容 

議決権の所有

割合（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

（株）ワークスプロダ

クツ 

東京都 

台東区 
25

ソフトウェ

ア開発、販

売、保守 

100.00

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得ている。 

役員の兼任３名 

（連結子会社） 

（株）ワークスグロー

バルサービス 

（注）１

東京都 

港区 
20

人事、給

与、総務、

経理業務等

の受託 

49.00

業務代行処理サービスに

おける営業活動のため設

立。 

役員の兼任３名 

（連結子会社） 

ワークスインフォ・ア

プリケーションサービ

ス有限公司 

中国江蘇省

無錫市 
123

「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」
中国版の開

発・販売 

82.58

当社パッケージソフト

ウェアの中国における開

発・販売の拠点として設

立。 

役員の兼任３名 

（連結子会社） 

エイアイエムコンサル

ティング（株） 

東京都 

港区 
25

会計、経営

コンサルタ

ント業務 

66.74

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得ている。 

役員の兼任２名 

（連結子会社） 

（ 株 ） ワ ー ク ス ソ

リューションズ 

（注）２，３

東京都 

台東区 
100

システム構

築およびシ

ステム運用

サービス 

95.55

当社顧客へシステムイン

テグレーションサービス

を提供する目的で出資。 

役員の兼任３名。 

（連結子会社） 

アリエル・ネットワー

ク（株） 

東京都 

目黒区 
50

パッケージ

ソフトウェ

ア開発・販

売 

100.00

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得る目的で株式交換。 

役員の兼任２名 

（連結子会社） 

ダイナシステム（株） 
東京都 

港区 
290

パッケージ

ソフトウェ

ア開発・販

売 

66.67

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得る目的で出資。 

役員の兼任３名 

（関連会社） 

（株）ドリーム・アー

ツ 

東京都 

渋谷区 
907

決算パッ

ケージ開

発、経営コ

ンサルティ

ング 

30.56

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得ている。 

役員の兼任１名 

（関連会社） 

（株）スリー・シー・

コンサルティング 

東京都 

中央区 
350

決算パッ

ケージ開

発、経営コ

ンサルティ

ング 

20.38

当社パッケージソフト

ウェア製品開発の協力を

得ている。 

役員の兼任１名 

（持分法非適用関連会

社） 

（株）コネクティ 

（注）４

東京都 

品川区 
35

ソフトウェ

ア開発 
49.70

創業支援プロジェクトに

より出資。 

役員の兼任１名 

（注）１．株式会社ワークスグローバルサービスにおける当社の持分は100分の50以下でありますが、実質的に支

配しているため連結子会社としたものであります。 
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２．株式会社ワークスソリューションズは、平成18年４月１日をもって株式会社アイコテクノロジーより商

号変更しております。 

３．株式会社ワークスソリューションズは、売上高の連結売上高に占める割合が10％を超えております。 

（主要な損益情報） 

（1）売上高 3,655百万円 

（2）経常利益 376百万円 

（3）当期純利益 497百万円 

（4）純資産額 145百万円 

（5）総資産額 1,500百万円 

４．平成18年１月に、当社は株式会社コネクティの株式の49.70％を第三者割当増資の引受により取得して

おります。なお同社は、当期純利益（持分に見合う額）、および利益剰余金（持分に見合う額）等から

見て、持分法の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても重要性が

ないため持分法の適用範囲から除外しております。 

５．前連結会計年度において連結子会社であったワークスインフォ・アウトソーシングサービス有限公司は

当連結会計期間において出資持分を売却したため、連結の範囲から除いております。 
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２．経営方針 

 (1) 会社の経営の基本方針 

当社は、「日本企業の情報投資効率を世界レベルへ」、「日本のIT産業のエンジニアを世界レベルへ」の二

つの経営理念に基づいて創業されました。 

当社は、日本の大手企業を対象に基幹業務パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの提
供を通じて、顧客の情報システム投資を効率化させ、当該パッケージソフトウェアを導入される大手企業の世

界的なコスト競争力強化に役立つことを目標に経営にあたっております。当社は、パッケージソフトウェアを

今後も日本市場に継続的に提供させていただくことが社会的使命であると認識し、当該社会的使命を遂行する

ことで日本の大手企業の競争力強化につながり、日本経済の発展に貢献することを念願としております。 

また、当社が必要としている人材は、大手企業を顧客に持つ日本のソフトウェア会社では従来パッケージソ

フトウェア開発にさほど積極的でなかったことからあまり必要とされてこなかった研究開発型の人材でありま

す。海外に目を向けますと世界的に見ても競争力のあるソフトウェア会社が多く、そこに在籍する人材は研究

開発のできるエンジニア（ソフトウェア技術者）であることがわかります。このような世界の状況を踏まえ、

当社におきましてもパッケージソフトウェア開発を継続して行い、競争力のある研究開発型のエンジニアを輩

出し続けることは、当社のみならず日本経済においてたいへん重要な意義を持っていると認識しております。 

 

 (2) 会社の利益配分に関する基本方針 

当社グループは、株主への利益還元についても重要な経営課題と認識しており、経営成績および財政状態を

勘案しつつ利益配当を検討する所存でありますが、当面は企業体質の強化、積極的な研究開発および事業展開

に備えた資金の確保を優先し、企業価値の極大化を図ることにより株主に応えることを方針としております。 

平成８年７月の当社創業以来10年間を経て、当社の利益剰余金は45億円まで蓄積されました。内部留保は今

後も主要な資金の源泉と考えておりますが、今後は当社個別の当期純利益を基準とし、配当性向10％程度を目

安とした剰余金の分配を行ってまいります。剰余金の分配の手法は主として現金配当金の支払いを検討してお

ります。当社の業績はプロダクト売上事業部門における大型案件の導入状況により上下する傾向にあり、当期

の成果を適切に還元するため、決算時に配当性向により当期の配当金額を決定してまいります。 

 

 (3) 投資単位の引き下げに関する考え方および方針等 

多様な投資判断を有する個人投資家層の参入を確保し、当社株式の流動性を確保するためには、投資単位の

引き下げが重要な要素の一つであると認識しております。 

そのため、平成13年12月の株式公開以来４度の株式分割を実施いたしました。これにより、株式公開時の１

株は現状では54株相当となっております。 

 

 (4) 目標とする経営指標 

当社の原価・費用は、その大きな部分が正規採用社員人件費および事務所地代家賃により構成されており、

短期的に下方硬直性があります。一方で、販売先の業種・業態を問わず同一のパッケージソフトウェア製品を

提供しており、全ての「ＣＯＭＰＡＮＹ®」ユーザーと保守サービス契約を締結していることから、当社製品
「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの新規顧客への導入状況が、現状では当社の経営成績を左右する第一の要因と
なっています。これは、「プロダクト売上事業部門」における売上高ならびに新規導入社数として開示されま

す。 

 

 (5) 中期的な経営戦略 

当社グループは、基幹業務パッケージソフトウェア製品とそれらを利用したサービスの提供を通じて、顧客

の情報システム投資を効率化してまいります。中期戦略におきましては、以下の四つの軸に沿って事業を展開

してまいります。 

第１の軸は、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを始めとする基幹業務パッケージソフトウェアの普及
およびそのラインナップの拡充であります。現在の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与はすでに
市場シェア１位となっており、市場よりデファクトスタンダードとの評価をいただいております。 

また、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®」会計シリーズは、
当連結会計年度において販売を本格的に開始しました。基幹業務パッケージソフトウェア製品分野の中で人



－  － 5

事・給与分野とともに主要な地位を占める会計分野においても、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与と同様に市
場のデファクトスタンダードになりうる製品として、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズが今後当社の収益に
大きく貢献するものと見込んでおります。 

さらに、当社はコスト削減型の製品のみならず、収益向上型の製品を当社の製品ラインナップとして、早期

に取り揃えることが急務であると考えており、積極的な人材採用を行うとともに、M&A及び業務提携を行って

おります。なお、当社は、SCM（サプライチェーンマネジメント）分野への進出の足がかりを確保するため、

平成17年５月には生産管理システムを開発するダイナシステム株式会社を連結子会社化しております。現在、

当社はSCM分野における「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ新製品の開発に鋭意取り組んでおります。 
第２の軸は、当社グループが提供するサービス分野の拡大であります。パッケージソフトウェア製品の提供

のみにとどまらず、企業戦略において製品をいかに活用していくかという戦略的分野から、製品を利用した業

務を実際に行っていく運用分野まで、SI（システムインテグレーション）、ソフトウェア関連の教育・コンサ

ルティングおよび業務受託代行のBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）という各種の切り口からの提案

を行ってまいります。もちろんその核となるのは、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズであります。当社
グループ内の連携を従前よりも更に強化し、各グループ会社の特色を活かすことで、当社グループ全体として

ソリューションを提供して参ります。SI事業分野についてはシステム構築に関する豊富な実績と高い技術力を

有する株式会社ワークスソリューションズ（株式会社アイコテクノロジーより商号変更）を中心に推進するこ

ととし、教育・コンサルティング分野では決算報告パッケージソフトウェア製品を持ち経営コンサルティング

も手掛ける株式会社スリー・シー・コンサルティングや会計を中心としたコンサルティングと業務システムの

再構築支援を提供しているエイアイエムコンサルティング株式会社の協力を得てまいります。一方、運用側と

しては、人事、給与、総務、経理業務等のアウトソーシングを受託し、その業務代行処理を行う新サービス

「BPOサービス」の提供のため当社内において創設した部門を中心に、株式会社ワークスソリューションズ等

による代行業務の提供支援を受けることにより、今後「BPOサービス」を積極的に推進してまいります。これ

ら、パッケージソフトウェア製品に関わるサービスの領域を広げていくことで、顧客に対し様々な切り口で提

案することができ、営業活動の幅が広がるとともに、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズをご導入頂いた顧客より
要望があったものの従来は吸収しきれなかったサービスの提供を可能にすることで顧客満足度の向上につなが

ると考えております。 

第３の軸は、中堅、中小規模企業への製品、サービスの提供です。当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ
は、従前通り大手企業向けの充実した機能を揃えて提供してまいりますが、連結子会社の株式会社ワークスプ

ロダクツの会計、人事・給与製品「ＭＯＮＥＹ®」シリーズ他を通じて、対象となる企業規模の大小を問わず、
情報投資効率の向上を可能とする製品、サービスを提供してまいります。 

第４の軸は、海外展開であります。まずは中国を皮切りとしてアジアの市場に進出します。平成16年８月に

は、中国においてワークスインフォ・アプリケーションサービス有限公司を設立し、同社を通じて当社製品

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版の開発・販売を開始しております。10億人超の人口を擁する中国市場で
は、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版の潜在顧客は将来的に十分に見込めるものと考えております。なお、
「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ中国版はすでに中国国内での受注実績を確保しており、今後の本格的市場進出
に向けた大型投資の時期を探っております。 

当社は、第１の軸にあげた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの既存の主力製品の販売と、第２の軸にあげた当
社グループの提供するサービス分野の拡大を基盤として着実な成長を続けることを中期経営戦略の核と位置付

けております。 

そして、そうした着実な成長分による収益を原資とし、着実な成長の領域を超えた、さらなる成長の起爆剤

となる新製品開発に鋭意取り組んでいく所存であります。 

当社グループは当社製品のユーザーを、株主、従業員とならび最も重要な三つのステークホルダーの一つと

考えております。ユーザーとのコミュニケーションは今後の成長において重要であると認識しており、既存

ユーザーの皆様とのコミュニケーションの場として、単なる親睦会にとどまらない共同開発モデルとしての

「ユーザーコミッティ」を発足させております。当社は、ユーザーコミッティを通して多様化する顧客ニーズ

を的確にとらえ、スムーズに製品機能強化という形でフィードバックする体制の強化にも努めてまいります。 

 

 (6) 会社の対処すべき課題 

当社は、当連結会計年度をもって平成８年の創業・設立より10年を経過しましたが、日本国内における情報
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システム投資やパッケージソフトウェアに対する既成概念の打破を目指して日々挑戦と邁進に努めた繰り返し

た結果、当連結会計年度における当社単体での売上高が100億円を超える等、創業以来その業績を概ね順調に

推移させてまいりました。 

業績の伸張と比例して、当社の企業規模も継続的に拡大しており、当連結会計年度における当社単体での従

業員数は683名（前年同期比93名増）と、創業時の人員数６名から100倍以上の人数規模となるまでに至ってお

ります。 

企業規模の拡大及び従業員数の増加に伴い、当社においては、機動的な行動の実践、円滑なコミュニケー

ション（意思疎通）の推進、人材の早期成長の促進といった当社における成長力の源泉となり得る要素につい

て、これまでと同様の方法論では思うような成果を得られないという状況が生じ始めております。こうした状

況を看過することは、組織内における停滞感や閉塞感の蔓延を招く事態にもつながりかねないため、しかるべ

き対処を要するものと認識しております。 

このような現状を踏まえ、当社は、平成19年６月期を「第２創業期」元年として位置付け、創業時における

挑戦者としての原点への回帰を目指すとともに、この10年の間に醸成し続けた当社独自の「文化」、すなわち

従業員個々の主体性や創造力、行動力を最大限に尊重する企業風土の更なる浸透と実践を図ってまいります。 

 

 (7) 親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

 (8) 内部管理体制の整備・運用状況 

平成18年５月31日付「コーポレート・ガバナンス報告書」に記載のとおりであります。 
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３．経営成績および財政状態 

 (1) 経営成績 

当連結会計年度における我が国経済は、平成17年10月から連続して全国消費者物価指数（CPI、生鮮食品を除

く）が前年同月比で０％以上の伸びを記録し、近い将来のデフレの終焉を期待されるようになってまいりました。

こうした環境下、日本銀行は平成18年３月９日に金融市場調節の操作目標を日本銀行当座預金残高から無担保

コールレート（オーバーナイト物）に変更し５年間継続した「量的緩和政策」を終了させると宣言し、30兆円台

が常態となっていた日銀当座預金残高を５月には10兆円台前半にまで低下させマネタリーベースを大幅に縮小し

た上で、７月の「ゼロ金利解除」へとつなげました。これらの政策転換により、日銀はより大きな金融政策の自

由を手にしましたが、その一方では、大手企業における明らかな景気の回復基調が、底堅く推移しつつあった中

小企業や家計部門に波及しづらくなるのではないかとの懸念をも惹起させております。 

情報サービス産業においては、大手企業を中心として老朽化設備の更新にとどまらない前向きな設備投資を増

加させつつあります。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、景気反転に

伴う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

的での投資を増加させつつあり、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。 

こうした経済状況にあって、当社パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」は、日本の大手企業の業
務に適合する業務網羅性や、バージョンアップから緊急対応まで全ての保守サービスを毎年一定の保守料金で提

供する投資効率性等を市場より高く評価されており、特に従業員数1,000名～6,000名規模である一般の大手企業

において引き続き堅調に導入実績を積み上げてきております。従業員数6,000名超の超大手企業については、コ

スト削減目的の投資から本業における戦略的投資に重点を移すという流れが出てきている一方、史上例をみない

長期的な不況を経験することでコスト意識の高まった一般の大手企業においては、競争領域ではないバックオ

フィスの基幹業務に関して、受託開発によるホストシステムからパッケージソフトウェア製品に置き換える傾向

が確たるものとなりつつあります。 

この結果、当連結会計年度の売上高は14,171百万円（前年同期比22.2％増）となりました。利益面では、研究

開発費を458百万円計上し、営業利益は1,415百万円（同24.2％減）、経常利益は1,358百万円（同23.9％減）と

なっております。一方で、金融商品会計基準にもとづき特別損失として投資有価証券評価損221百万円を計上し

ており、前連結会計年度に計上した特別利益の影響がなくなることとあいまって、当期純利益は769百万円（前

年同期比60.6％減）となりました。 

 

 (2) 売上事業部門別概況 

   ① プロダクト売上事業部門 

経済環境における好転の兆しの中、一般の大手企業における情報投資については引き続き「選択と集中」の

流れが続いております。すなわち、バックオフィス業務等他社との差別化の不要な非競争領域における情報シ

ステムでは導入・維持のコストを削減し、それにより得た資金を競争上の強みであるコアコンピタンスを発揮

すべき領域における戦略的なシステム再構築に投下することで、他社との差別化を図り収益を向上させようと

する流れであります。 

当連結会計年度においては、従業員数1,000名～6,000名規模である一般の大手企業への導入は大幅に増加い

たしました。その一方で、従業員数6,000名超の超大手企業からの受注件数は、投資目的がコスト削減から収

益拡大へと一時的に移っている影響で減少いたしました。 

製品別に見ると、当社の既存の主力分野である人事関連製品分野では引き続き高いコスト削減効果を評価さ

れており、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与の新規導入ユーザー数は112社となり、累計で474社に達しました。
また業務の効率化を求める企業は多く、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与のユーザーを含めて、「ＣＯＭＰＡ
ＮＹ®」Webサービスは72社（累計232社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理は56社（累計158
社）の導入がなされており、これら３製品によるHRシリーズの新規導入社数は前連結会計年度の191社から240

社（重複導入を含む）まで25％強増加いたしました。 

また、人事関連製品分野と並んで今後当社の中核位置付けている会計製品分野においては、一般会計・管理

会計パッケージソフトウェア「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Financial Management（フィナンシャルマネジメント）15
社（累計24社）、統合取引管理パッケージ「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビジネスマネジメン
ト）15社（累計19社）、統合資産管理パッケージ「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジ
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メント）８社（累計12社）、資金管理パッケージ「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジ
メント）５社（累計６社）の導入がなされております。既に施行されている会社法や今後制定予定である日本

版SOX法に関連して内部統制の構築が大手企業の経営における重要な課題となる中、上記４製品でラインナッ

プを完成させた会計シリーズへの注目度は強さを増しており、今後数年間でHRシリーズに比肩する収益源とな

る見込みであります。 

さらに、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Knowledge information Portal（ナレッジインフォメーションポータル）は
４社（累計11社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は５社（累計13
社）に導入されております。 

その結果、プロダクト売上事業部門の売上高は5,939百万円となりました。売上総利益は3,923百万円であり、

売上高総利益率は66.1％となっております。なお、前年同期の売上高を当連結会計年度と同様に区分した場合、

プロダクト売上事業部門に相当する売上高は6,246百万円であります。 

 

   ② 保守サービス売上事業部門 

当社では全ての「ＣＯＭＰＡＮＹ®」導入企業と保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいておりま
す。順調に累計導入企業数の厚みが増してきていることから、今後この保守料が安定的かつ強固な収益基盤に

なるものと見込んでおります。保守サービス売上事業部門の売上高は3,579百万円、売上総利益は1,659百万円、

売上高総利益率は46.3％となりました。前年同期の保守サービス売上事業部門相当の売上高は2,478百万円で

あり、プロダクト売上事業部門における新規導入により継続的に拡大していきます。 

 

   ③ サポートサービス売上事業部門 

サポートサービス売上事業部門は、業務受託代行のBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）事業、ソフ

トウェア関連の教育・コンサルティング事業、他社製品販売等のプロダクトサポート事業により構成されます。

当連結会計年度において注目すべきはBPO事業であり、特に当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」の運用サービスが
受け入れられ、当期中間連結会計期間において346百万円であった売上高は、通期では1,001百万円に達しまし

た。 

サポートサービス売上事業部門合計では、売上高1,997百万円、売上総利益607百万円、売上高総利益率

30.4％を計上いたしました。前年同期のサポートサービス売上事業部門相当の売上高は1,036百万円となりま

す。 

 

   ④ 海外売上事業部門 

海外売上事業部門の売上高は６百万円、売上総利益△20百万円であります。前年同期の海外売上事業部門相

当の売上高は３百万円です。「ＣＯＭＰＡＮＹ®」中国版は日本版同様のパッケージソフトウェアであり、受
託開発、受注生産ではないため、開発費用が先行している状態でありますが、市場に展開するための大型投資

を開始する時期を探っている状態であります。 

 

   ⑤ SI売上事業部門 

SI売上事業部門の売上高は2,647百万円、売上総利益は374百万円、売上高総利益率は14.1％となりました。

なおSI売上事業部門は、前連結会計年度の下期より損益の連結を行っている株式会社ワークスソリューション

ズ（株式会社アイコテクノロジーより商号変更）が担っており、当社との密に協業しております。同社は前連

結会計年度下期より連結対象となっており、SI売上事業部門相当の売上高は当該６ヶ月間で1,828百万円であ

ります。 

 

 (3) 財政状態 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より54百万円減

少し、当連結会計年度末には4,924百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

税金等調整前当期純利益は、前連結会計年度より大幅に低い1,151百万円でしたが、前連結会計年度の特別
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利益である債務免除益1,437百万円が非資金収益であった反面、当連結会計年度の特別損失に計上された投資

有価証券評価損221百万円が非資金費用であったこともあり、当連結会計年度において営業活動の結果得られ

た資金は536百万円となりました。 

売上規模拡大に伴い、売上債権の増加262百万円、法人税等の支払919百万円といった資金の減少要因があっ

たものの、保守売上高の増収に伴う前受金の増加も583百万円にのぼったことから、前年同期比54百万円の減

少となったものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、前年同期比839百万円減少し、589百万円となりま

した。主な使途は、関係会社の社債引受225百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の使用した資金は７百万円となりました。主な使途は前連結会計年度に当

社グループに迎えた連結子会社における借入金の返済であり、この結果、当連結会計年度末において、グルー

プ外からの有利子負債はなくなっております。 

 

当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

 平成16年６月期 平成17年６月期 平成18年６月期 

自己資本比率（％） 66.2 70.6 73.1 

時価ベースの自己資本比率（％） 950.6 316.7 182.4 

債務償還年数（年） － 0.0 0.0 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － 75.3 7,857.6 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債を対象とし

ております。なお、平成16年６月期および平成18年６月期末現在、有利子負債はありません。 

※営業キャッシュ・フローおよび利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

 

 (4) 平成19年６月期の業績見通し 

今後の経済状況につきましては、平成18年６月の日本銀行「企業短期経済観測調査（短観）」に見られるよう

な大手企業の明るい景況感を、いかに中小企業、家計部門に共有させていくかがデフレ末期の課題であります。

物価は継続的に小幅上昇基調であり回復しつつあるものと判断されますが、需要拡大によるものというより、原

油価格上昇といった供給側の要因との見方もあります。この情勢下で行われた「ゼロ金利解除」が、このところ

積極的だった設備投資動向、特に投資資金を間接金融に頼らざるを得ない中堅・中小企業のそれに与える影響が

注視されます。 

こうした中、各企業では激化する市場競争に勝ち残るべく経営合理化、競争力強化を図るため多種多様なアプ

ローチで経営改革への取り組みを進めており、その成功への重要なキー・ファクターとなる投資効果の高い情報

システムおよびそれに付随する高質なサービスの提供が、市場の要請として情報サービス産業に属する企業に対

し求められております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、４ページに記載の「中期的な経営戦略」に基づき当社基幹

業務パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを核とし、顧客の情報投資における費用対効果
（ROI）の向上のため、多様な製品、サービスを提供してまいります。 

平成19年６月期においては、既存顧客への保守サービス売上高は一層増加いたしますが、新規顧客からもたら

されるプロダクト事業売上高の重要性が低下するものではありません。営業員の増員を通じて、潜在顧客を掘り

起こし中長期にわたって営業活動を行うことで、今後も新規顧客の獲得に努めてまいります。また、４製品のラ

インナップが完成した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズは市場への認知が進んでおり、立ち上げ期から成長期
へと移行を始めつつあります。なお、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与を始めとするHRシリーズは、足下では従
業員数6,000名以上の超大手企業向けの大型案件数を多くは見込んでおりません。 

これにより、平成18年６月期の見込みといたしましては、連結ベースで、売上高15,950百万円、経常利益
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1,640百万円、当期純利益950百万円を予想しております。 

 

平成19年６月期見通し
売上高 

（百万円）

経常利益 

（百万円）

当期純利益 

（百万円） 

１株当たり当期純利益

（円）

通   期 連結 15,950 1,640 950 2,052.46 

 個別 12,140 1,680 1,020 2,203.70 

第１四半期 連結 3,550 210 104 224.69 

 

当社は、創業11期目にあたる平成19年６月期より、剰余金の分配を開始いたします。利益配分に関する基本方

針は４ページに記載のとおりであります。配当金額の決定は、個別の当期純利益を基準とした配当性向の10％程

度を目安として、決算確定段階で行います。これは、当社の業績がプロダクト売上事業部門における大型案件の

導入状況により上下する傾向にあることに対応するものであり、期首において予定配当額を決定した場合、業績

の動向によっては配当性向が大きく変動する可能性があり、その時点で配当予想の見直しを行うよりは、むしろ

基準となる配当性向をお知らせする方が適切であるとの考えによります。なお、上記見通しの個別当期純利益に

よった場合、配当金総額は102百万円程度となります。 
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４．時価発行公募増資に係る資金使途計画および資金充当実績 

（１）平成13年12月13日に実施した時価発行公募増資（調達額４億円）の資金使途計画および資金充当実績は、

概略以下のとおりであります。 

① 資金使途計画（平成13年12月） 

新規発行による差引手取概算額457百万円については、製品開発費に303百万円、研究開発費に154百

万円を充当する予定であります。 

② 資金充当実績 

平成13年12月13日に実施した時価発行増資の資金使途計画については、計画通り充当いたしました。 

 

（２）平成17年２月14日に実施した時価発行公募増資（調達額40億円）およびオーバーアロットメントとして平

成17年３月23日に実施した第三者割当増資（調達額６億円）の資金使途計画および資金充当実績は、概略以

下のとおりであります。 

① 資金使途計画（平成17年２月） 

新規発行による差引手取金概算額4,690百万円（時価発行公募増資4,077百万円、第三者割当増資612

百万円）については、当社個別の借入金2,000百万円の返済に充当し、残額を当社グループ中期戦略に

沿ったM&A等の投融資の一部に充当する予定であります。 

② 資金充当実績 

平成17年２月14日に実施した時価発行公募増資および平成17年３月23日に実施した第三者割当増資

の資金使途計画については、以下のとおり進行中であります。 

当社借入金の返済  2,000百万円 

投資有価証券、関係会社株式および関係会社社債の取得 782百万円 

子会社向け貸付  270百万円 

子会社向け貸付債権の取得  800百万円 

合計  3,852百万円 
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５．連結財務諸表等 

(1) 連結貸借対照表 

前連結会計年度 
平成17年６月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年６月30日現在 

区 分 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  4,978,067 4,924,047  

２．受取手形及び売掛金  2,835,187 3,097,572  

３．たな卸資産  66,089 81,908  

４．繰延税金資産  155,350 107,804  

５．その他  286,039 318,586  

６．貸倒引当金  △704 △721  

流動資産合計  8,320,029 52.7 8,529,198 52.3 209,169

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  134,914 189,145   

減価償却累計額  23,622 111,291 44,946 144,198  

(2）工具、器具及び備品  389,963 425,100   

減価償却累計額  235,804 154,159 291,403 133,696  

(3）その他  4,648 4,939   

減価償却累計額  1,314 3,334 2,133 2,805  

有形固定資産合計  268,784 1.7 280,701 1.7 11,916

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,149,831 2,499,390  

(2）連結調整勘定  3,004,088 2,689,222  

(3）その他  11,384 10,750  

無形固定資産合計  5,165,305 32.7 5,199,363 31.9 34,058

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 816,706 579,216  

(2）関係会社社債  － 228,279  

(3）敷金及び保証金  655,988 690,238  

(4) 繰延税金資産  548,515 803,179  

(5) その他  9,225 5,971  

投資その他の資産合計  2,030,435 12.9 2,306,884 14.1 276,449

固定資産合計  7,464,524 47.3 7,786,949 47.7 322,425

資産合計  15,784,554 100.0 16,316,148 100.0 531,594
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前連結会計年度 
平成17年６月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年６月30日現在 

区 分 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  377,002 190,743  

２．短期借入金  4,450 －  

３．未払金  492,481 270,567  

４．未払法人税等  628,160 351,805  

５．未払消費税等  128,935 116,785  

６．前受金  2,111,730 2,695,143  

７．繰延税金負債  5,441 10,048  

８．賞与引当金  62,500 124,482  

９．その他  354,117 247,933  

流動負債合計  4,164,820 26.4 4,007,509 24.5 △157,311

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  30,007 17,219  

２．長期未払金  350,338 270,111  

固定負債合計  380,345 2.4 287,330 1.8 △93,015

負債合計  4,545,166 28.8 4,294,839 26.3 △250,326

    

（少数株主持分）    

少数株主持分  89,451 0.6 － － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金 ※２ 3,270,974 20.7 － － －

Ⅱ 資本剰余金  3,353,265 21.2 － － －

Ⅲ 利益剰余金  4,525,801 28.7 － － －

Ⅳ 為替換算調整勘定  14 0.0 － － －

Ⅴ 自己株式 ※３ △118 △0.0 － － －

資本合計  11,149,936 70.6 － － －

負債、少数株主持分及び
資本合計 

 15,784,554 100.0 － － －
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前連結会計年度 
平成17年６月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年６月30日現在 

区 分 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  － 3,270,974 20.0 －

２．資本剰余金  － 3,353,265 20.6 －

３．利益剰余金  － 5,295,001 32.5 －

４．自己株式  － △327 △0.0 －

株主資本合計  － － 11,918,912 73.1 －

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  － 3,364 0.0 －

評価・換算差額等合計  － － 3,364 0.0 －

Ⅲ 少数株主持分  － － 99,031 0.6 －

純資産合計  － － 12,021,308 73.7 －

負債純資産合計  － － 16,316,148 100.0 －
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(2) 連結損益計算書 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

    

Ⅰ 売上高    

１．ソフトウェア売上高  6,148,852   

２．保守売上高  2,267,364   

３．その他売上高  3,177,694 11,593,911 100.0   
△
11,593,91

Ⅰ 売上高    

１．プロダクト事業売上高  5,939,745   

２．保守サービス事業売上
高 

 3,579,917   

３．サポートサービス事業
売上高 

 1,997,354   

４．海外事業売上高  6,035   

５．SI事業売上高  2,647,963 14,171,016 100.0 14,171,016

Ⅱ 売上原価    

１．ソフトウェア売上原価  1,945,908   

２．保守売上原価  989,637   

３．その他売上原価  2,431,510 5,367,057 46.3   
△
5,367,057

Ⅱ 売上原価    

１．プロダクト事業売上原
価 

 2,015,850   

２．保守サービス事業売上
原価 

 1,920,734   

３．サポートサービス事業
売上原価 

 1,390,060   

４．海外事業売上原価  26,807   

５．SI事業売上原価  2,273,961 7,627,415 53.8 7,627,415

売上総利益  6,226,853 53.7 6,543,600 46.2 316,747
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前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  500,610 646,380   

２．給料手当  983,857 1,273,810   

３．賞与  153,575 157,698   

４．法定福利費  141,365 179,852   

５．福利厚生費  104,207 105,574   

６．旅費交通費  159,955 169,049   

７．採用広告費  151,164 155,140   

８．インターンシップ費用  384,324 401,502   

９．広告宣伝費  138,611 112,716   

10．販売手数料  8,700 11,000   

11．賃借料  324,723 346,446   

12．減価償却費  75,216 129,690   

13．研究開発費 ※１ 514,201 458,065   

14．賞与引当金繰入額  17,080 40,000   

15．連結調整勘定償却額  199,467 324,371   

16．その他  502,220 4,359,280 37.6 617,048 5,128,343 36.2 769,063

営業利益  1,867,573 16.1 1,415,257 10.0 △452,316

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  2,744 6,531   

２．受取手数料  － 1,525   

３．持分法による投資利益  25,735 －   

４．為替差益  1,090 －   

５．雑収入  3,109 32,679 0.3 11,056 19,112 0.1 △13,567
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前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

    

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  3,825 68   

２．コミットメントフィー  16,090 6,443   

３．新株発行費  46,601 －   

４．M&A関連費用  48,025 26,004   

５．持分法による投資損失  － 42,233   

６．雑損失  322 114,865 1.0 1,601 76,352 0.5 △38,513

経常利益  1,785,387 15.4 1,358,017 9.6 △427,369

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  247 －   

２．債務免除益  1,437,924 1,000   

３．ソフトウェア開発助成
金収入 

 8,200 －   

４．共済掛金戻入益  3,200 －   

５．持分変動利益  22 －   

６．事業撤退清算差益  － 1,449,594 12.5 19,224 20,224 0.1 
△
1,429,369

Ⅶ 特別損失    

１．たな卸資産除却損 ※２ － 1,096   

２．固定資産除却損 ※３ 5,525 2,169   

３．関係会社株式売却損  － 2,576   

４．事業撤退関連損失  157,804 －   

５．訴訟費用  88,620 －   

６．事務所移転費用  5,997 －   

７．投資有価証券評価損  － 257,947 2.2 221,000 226,841 1.6 △31,105

税金等調整前当期純利
益 

 2,977,034 25.7 1,151,400 8.1 △
1,825,633

法人税、住民税及び事
業税 

 782,929 597,863   

法人税等調整額  217,946 1,000,876 8.7 △215,300 382,563 2.7 △618,312

少数株主利益  25,333 0.2 △363 △0.0 △25,696

当期純利益  1,950,824 16.8 769,200 5.4 △
1,181,624
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(3) 連結剰余金計算書および連結株主資本等変動計算書 

連結剰余金計算書 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 区 分 

金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  790,950

Ⅱ 資本剰余金増加高  

１．増資による新株の発行  2,362,514

２．株式交換に伴う増加高  199,801 2,562,315

Ⅲ 資本剰余金期末残高  3,353,265

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  2,574,977

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．当期純利益  1,950,824 1,950,824

Ⅲ 利益剰余金期末残高  4,525,801

    

 

 

連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） （千円）

株主資本 評価・換算差額等 

 

資本金 
資本 
剰余金 

利益 
剰余金

自己 
株式 

株主資本
合計 

為替換算
調整勘定

評価・換
算差額等
合計 

少数株
主持分 

純資産 
合計 

前期末残高 3,270,974 3,353,265 4,525,801 △118 11,149,922 14 14 89,451 11,239,387

当期変動額     

当期純利益   769,200 769,200   769,200

自己株式の取得   △209 △209   △209

株主資本以外の
項目の当期変動
額（純額） 

  3,350 3,350 9,580 12,930

当期変動額合計   769,200 △209 768,872 3,350 3,350 9,580 781,921

当期末残高 3,270,974 3,353,265 5,295,001 △327 11,918,912 3,364 3,364 99,031 12,021,308

 



－  － 19

 

(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 区 分 

金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,977,034 1,151,400 

減価償却費 110,314 138,153 

たな卸資産除却損 － 1,096 

固定資産除却損 5,525 2,169 

連結調整勘定償却額 199,467 324,371 

持分法による投資利益 △25,735 － 

持分法による投資損失 － 42,233 

投資有価証券評価損 － 221,000 

持分変動利益 △22 － 

為替差益 △1,090 － 

賞与引当金の増加額 8,000 61,982 

貸倒引当金の増加額（△減少額） △247 16 

事業税外形標準課税 43,647 45,420 

受取利息 △2,744 △6,531 

支払利息 3,825 68 

コミットメントフィー 16,090 6,443 

新株発行費 46,601 － 

M&A関連費用 48,025 26,004 

関係会社出資持分売却損 － 2,576 

債務免除益 △1,437,924 △1,000 

売上債権の増加額 △796,211 △262,384 

たな卸資産の減少額（△増加額） 59,641 △16,915 

販売目的のソフトウェアの増加額 △918,453 △224,710 

その他流動資産の増加額 △27,991 △26,008 

買掛金の減少額 △131,084 △186,059 

未払金の増加額（△減少額） 113,841 △224,101 

未払消費税等の減少額 △822 － 

前受金の増加額 493,678 583,413 

その他流動負債の増加額（△減少額） 476 △118,335 

長期未払金の減少額 △30,601 △80,226 

小計 753,237 1,460,076 706,838
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前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 区 分 

金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円）

利息の受取額 44 2,879 

利息の支払額 △6,244 △68 

コミットメントフィーの支払額 △6,578 △6,443 

法人税等の支払額 △254,914 △919,654 

株式分割による支出 △15,110 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 470,435 536,789 66,354

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △123,472 △115,398  

無形固定資産の取得による支出  △29,902 △159,031  

投資有価証券の取得による支出  △248,000 －  

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による収入 

※２ 13,555 －  

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の取得による支出 

※２ △912,100 －  

連結範囲の変更を伴う子会社出資
持分の売却による支出 

※５ － △721  

関係会社株式の取得による支出  △49,904 △25,000  

関係会社社債の取得による支出  － △225,000  

M&A関連費用の支出  △51,111 △28,255  

敷金及び保証金の回収額  22,304 22,570  

敷金及び保証金の支払額  △39,380 △57,669  

その他投資の取得による支出  △10,941 △666  

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,428,953 △589,172 839,781

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

株式の発行による収入  4,693,537 － 

少数株主への株式の発行による収
入 

 31,740 － 

長期借入金の返済による支出  △868,330 △4,450 

短期借入金の返済による支出  － △3,000 

自己株式の取得による支出  △118 △209 

財務活動によるキャッシュ・フロー  3,856,829 △7,659 △
3,864,488

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差
額 

 1,159 4,351 3,192

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減
少額） 

 2,899,470 △55,690 2,078,596

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  2,007,621 4,978,067 △751,372

Ⅶ 連結子会社の合併に伴う現金及び現
金同等物の増加額 

※４ － 1,670 1,670

Ⅷ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金
同等物の増加額 

※３ 70,974 － △70,974

Ⅸ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 4,978,067 4,924,047 △54,019
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 （連結財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１．連結の範囲に関する事

項 

連結子会社の数 ８社 

連結子会社の名称 

株式会社ワークスプロダクツ（株式

会社システム技術センターより商号

変更） 

株式会社ワークスグローバルサービ

ス（平成16年７月に新設） 

ワークスインフォ・アプリケーショ

ンサービス有限公司（平成16年８月

に新設） 

エイアイエムコンサルティング株式

会社（平成16年８月に株式追加取

得） 

ワークスインフォ・アウトソーシン

グサービス有限公司（平成16年11月

に新設） 

株式会社アイコテクノロジー（平成

16年12月に株式取得） 

アリエル・ネットワーク株式会社

（平成17年１月に株式交換により取

得） 

ダイナシステム株式会社（平成17年

５月に株式取得） 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

株式会社ワークスプロダクツ 

株式会社ワークスグローバルサービ

ス 

ワークスインフォ・アプリケーショ

ンサービス有限公司 

エイアイエムコンサルティング株式

会社 

株式会社ワークスソリューションズ

（株式会社アイコテクノロジーより

商号変更） 

アリエル・ネットワーク株式会社 

ダイナシステム株式会社 

なお、前連結会計年度において

連結子会社であったワークスイン

フォ・アウトソーシングサービス

有限公司は当連結会計年度におい

て出資持分を全て売却したため、

連結の範囲から除いております。 

２．持分法の適用に関する

事項 

（1）持分法適用の関連会社数 ２社 

持分法適用関連会社の名称 

株式会社ドリーム・アーツ 

株式会社スリー・シー・コンサ

ルティング 

なお、平成16年６月に株式

会社スリー・シー・コンサル

ティングの株式の20.38％を取

得いたしましたが、みなし取

得日を当社の決算日である平

成16年６月30日としており、

当連結会計年度より持分法を

適用しております。 

（1）持分法適用の関連会社数 同左 

持分法適用関連会社の名称 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

 （2）持分法を適用していない関連会社 

当社は全ての関連会社に持分法を適

用しております。 

（2）持分法を適用していない関連会社 

株式会社コネクティは、当期純利益

（持分に見合う額）、および利益剰余

金（持分に見合う額）等から見て、持

分法の対象から除いても連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体

としても重要性がないため持分法の適

用範囲から除外しております。 

 （3）株式会社ドリーム・アーツは決算日

が当社と異なる３月決算であり、同社

の事業年度に係る財務諸表を使用して

おります。 

（3）      同左 

３．連結子会社の事業年度

等に関する事項 

ワークスインフォ・アプリケーション

サービス有限公司、ワークスインフォ・

アウトソーシングサービス有限公司、お

よび株式会社アイコテクノロジーは決算

日が当社と異なる12月決算であるため、

連結決算日現在で実施した仮決算に基づ

く財務諸表を使用しております。 

他の連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

ワークスインフォ・アプリケーション

サービス有限公司および株式会社ワーク

スソリューションズは決算日が当社と異

なる12月決算であるため、連結決算日現

在で実施した仮決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

他の連結子会社の事業年度の末日は、

連結決算日と一致しております。 

４．会計処理基準に関する

事項 

(1)重要な資産の評価基準

および評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

イ 有価証券 

同左 

 ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

個別法による原価法 

ロ たな卸資産 

同左 

(2)重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ３～15年

工具、器具及び備品 ４～８年

イ 有形固定資産 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

 ロ 無形固定資産 

（イ）ソフトウェア 

①市場販売目的のソフトウェア

当社においては見込販売数量

に基づく方法により、連結子会

社においては残存有効期間（３

年）に基づく定額法 

②自社利用目的のソフトウェア

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

ロ 無形固定資産 

（イ）ソフトウェア 

同左 

 （ロ）商標権 

定額法 

なお、償却年数は10年であり

ます。 

（ロ）商標権 

同左 

(3)重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

債権の貸倒れ損失に備えるため、一

般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、回収不能

見込額を計上しております。 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額に基づき計上しており

ます。 

ロ 賞与引当金 

同左 

(4)重要なリース取引の処

理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(5)その他連結財務諸表作

成のための重要な事項 

イ 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

支出時に全額費用として処理 

イ 重要な繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

 ロ 消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

ロ 消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

５．連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．連結調整勘定の償却に

関する事項 

連結調整勘定の償却については、連結

対象会社毎に実態に応じて５年間または

20年間の均等償却を行っております。 

同左 

７．利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

 連結剰余金計算書は、連結会社の利益

処分について、連結会計年度中に確定し

た利益処分に基づいて作成しておりま

す。 

―――― 

８．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における資

金の範囲 

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、随時引き出し可能な預金お

よび容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

同左 
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（連結財務諸表作成のための基準となる重要な事項の変更） 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

―――― （連結貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準） 

当連結会計年度より、「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準」（企業会計基準第５号 

平成17年12月９日）および「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用

しております。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は

11,922,277千円であります。 

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における連結貸借対照表の純資産の部につい

ては、改正後の連結財務諸表規則により作成してお

ります。 

 連結財務諸表等規則の改正による貸借対照表の表

示に関する変更は以下のとおりであります。 

１．前連結会計年度における「資本の部」は、当事

業年度から「純資産の部」となり、「純資産の

部」は「株主資本」および「評価・換算差額等」

として表示しております。 

２．前連結会計年度において独立掲記しておりまし

た「資本金」、「資本剰余金」および「利益剰余

金」は当事業年度においては「株主資本」の内訳

科目として表示しております。 

 

 （連結株主資本等変動計算書に関する会計基準） 

当連結会計年度から「株主資本等変動計算書に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 平成17年12

月27日 企業会計基準第６号）および「株主資本等

変動報告書に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月27日 企業会計基準適

用指針第９号）を適用しております。 

財務諸表等規則の改正により、当連結会計年度か

ら「株主資本等変動計算書」を作成しております。 

また、前連結会計年度まで作成しておりました

「連結剰余金計算書」は、本改正により廃止され、

当連結会計年度からは作成しておりません。 
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（表示方法の変更） 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

（損益計算書） 

 「インターンシップ費用」は、前連結会計年度まで

販売費及び一般管理費の「採用広告費」、「賃借料」

および「その他」に含めて表示していましたが、当連

結会計年度から管理費目の見直しを行い、より明瞭な

表示を行うため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「インターンシップ

費用」の金額は212,055千円であり、その内訳は採用広

告費110,108千円、賃借料7,411千円およびその他

94,535千円に含めて表示しております。 

（損益計算書） 

「売上高」および「売上原価」は、前連結会計年度

まで、「ソフトウェア」、「保守」および「その他」

の各売上事業部門別に表示しておりましたが、連結子

会社の増加に伴い売上事業部門の区分を見直した結

果、当連結会計年度より「プロダクト事業」、「保守

サービス事業」、「サポートサービス事業」、「海外

事業」および「SI事業」に変更し、各売上事業部門別

に区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度における売上高の内訳は、プ

ロダクト事業6,246,140千円、保守サービス事業

2,478,360千円、サポートサービス事業1,036,587千

円、海外事業3,992千円およびSI事業1,828,830千円で

あり、売上原価の内訳は、プロダクト事業1,945,908千

円、保守サービス事業1,119,536千円、サポートサービ

ス事業751,382千円、海外事業－千円およびSI事業

1,550,229千円であります。 

 

 
 
（追加情報） 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

「地方税等の一部を改正する法律」（平成15年法

律第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16

年７月１日以後に開始する事業年度より外形標準課

税制度が導入されたことに伴い、当連結会計年度か

ら「法人事業税における外形標準課税部分の損益計

算書上の表示についての実務上の取扱い」（平成16

年２月13日 企業会計基準委員会 実務対応報告第

12号）に従い、法人事業税の付加価値割および資本

割43,647千円については販売費及び一般管理費に計

上しております。 

―――― 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
平成17年６月30日現在 

当連結会計年度 
平成18年６月30日現在 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 414,191千円 

投資有価証券（社債） 154,515千円 

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

投資有価証券（株式） 552,216千円 

 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式462,861株で

あります。 

※２．       ―――― 

※３．当社の保有する自己株式の数は、普通株式1.02株

であります。 

※３．       ―――― 

４．貸出コミットメント契約 ４．貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 貸出コミットメントの総額 4,000,000千円 

借入実行残高 － 借入実行残高 － 

 

差引額 4,000,000 

 

差引額 4,000,000 

 

 

 

（連結損益計算書関係）   

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

514,201千円 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

458,065千円

※２．       ―――― ※２．たな卸資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

 商品 1,096千円

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります ※３．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

建物 556千円 建物 1,634千円

工具、器具及び備品 249  工具、器具及び備品 534 

ソフトウェア 4,692  計 2,169 

電話加入権 26    

 

計 5,525  
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（連結株主資本等変動報告書関係） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．発行済株式の種類および総数ならびに自己株式の種類および株式数に関する事項 

  前連結会計年度末株

式数（株） 

当連結会計年度増加

株式数（株） 

当連結会計年度減少

株式数（株） 

当連結会計年度末株

式数（株） 

発行済株式      

普通株式  462,861 － － 462,861 

自己株式      

普通株式 （注） 1.02 1.80 － 2.82 

（注）普通株式の自己株式の増加1.80株は、全て端株の買取による増加であります。 
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 （連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成17年６月30日現在） （平成18年６月30日現在）

現金及び預金勘定 4,978,067千円 現金及び預金勘定 4,924,047千円

現金及び現金同等物 4,978,067千円 現金及び現金同等物 4,924,047千円

※２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の内訳 

※２．       ―――― 

（1）株式の取得により新たに連結子会社となったエイ

アイエムコンサルティング株式会社の連結開始時の資

産及び負債の内訳ならびに株式取得価額と取得による

収入（純額）との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 39,218千円   

固定資産 592    

流動負債 △12,648    

少数株主持分 △9,033    

連結調整勘定 △919    

追加取得以前の親会社の

持分 
△1,900 

 
  

同社株式の追加取得価額 15,308    

同社現金及び現金同等物 △28,864    

差引：同社取得による収

入 
△13,555 

  
 

 

     

（2）株式の取得により新たに連結子会社となった株式

会社アイコテクノロジーの連結開始時の資産及び負債

の内訳ならびに株式取得価額と取得による支出（純

額）との関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 1,119,058千円   

固定資産 1,018,322    

流動負債 △2,570,980    

固定負債 △1,028,167    

少数株主持分 65,048    

連結調整勘定 2,352,204    

同社株式の取得価額 955,485    

同社現金及び現金同等物 △175,469    

差引：同社取得による支

出 
780,015 
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前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

（3）株式の取得により新たに連結子会社となったダイ

ナシステム株式会社の連結開始時の資産及び負債の内

訳ならびに株式取得価額と取得による支出（純額）と

の関係は次のとおりであります。 

 

流動資産 242,114千円   

固定資産 43,706    

流動負債 △13,046    

少数株主持分 △90,915    

連結調整勘定 188,190    

同社株式の取得価額 370,050    

同社現金及び現金同等物 △237,964    

差引：同社取得による支

出 
132,085 

  
 

    

※３．株式の取得により新たに連結子会社となった会社

の資産及び負債の内訳 

※３．       ―――― 

株式交換により新たに連結子会社となったアリ

エル・ネットワーク株式会社の連結開始時の資産

及び負債の内訳は次のとおりであります。 

 

現金及び現金同等物 70,974千円   

上記以外の流動資産 14,766    

固定資産 26,378    

流動負債 △50,074    

固定負債 △9,553    

連結調整勘定 147,308    

株式交換に伴う資本剰余

金増加高 
199,801 

 
  

※４．       ―――― ※４．合併により引き継いだ会社の資産及び負債の

内訳 

 アリエル・ネットワーク株式会社と合併し

たKFSテクノロジーズ株式会社より引き継いだ

資産及び負債の内訳は以下のとおりでありま

す。 

  流動資産 2,090千円

  固定資産 2,448 

  資産合計 4,539 

  流動負債 4,434 

  負債合計 4,434 
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前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

※５．       ―――― ※５．持分の売却により連結子会社でなくなった会

社の資産及び負債の内訳 

 持分の譲渡により連結子会社でなくなった

ワークスインフォ・アウトソーシングサービ

ス有限公司の売却時の資産及び負債の内訳な

らびに出資持分売却価額と売却による支出

（純額）との関係は次のとおりであります。 

    

  流動資産 2,129千円

  固定資産 1,342 

  流動負債 △200 

  為替換算調整勘定 △247 

  出資持分売却損 △2,576 

  同社出資持分の売却価

額 
448 

  同社現金及び現金同等

物 
△1,169 

  差引：同社売却による

支出 
△721 

    

 

 
（リース取引関係） 

当社は、EDINET（法定開示書類の電子化システム）による有価証券報告書の開示を行うため、記載を省略してお

ります。 
 

 



－  － 32

（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成18年６月30日現在） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

(1)非上場債券 228,279千円 

(2)非上場株式 579,216千円 

（注） 当連結会計年度において、その他有価証券の非上場株式について221,000千円減損処理を行っており

ます。 

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券     

社債 － 228,279千円 － － 

 

 

前連結会計年度（平成17年６月30日現在） 

１．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

(1)非上場債券 154,515千円 

(2)非上場株式 662,191千円 

 

２．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券     

社債 － 154,515千円 － － 

 

 

（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

（退職給付関係） 

当連結会計年度（平成18年６月30日現在） 

当社グループは、退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成17年６月30日現在） 

当社グループは、退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当社は、EDINET（法定開示書類の電子化システム）による有価証券報告書の開示を行うため、記載を省略してお

ります。 

 

（税効果会計関係） 

税効果会計関係の注記は、記載が可能になり次第「決算発表資料の追加」として開示いたします。 
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（セグメント情報） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度において、当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売ならびに保守の事業を行ってお

り、単一のソフトウェア関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

３．海外売上高 

当連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略して

おります。 

 

前連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

当連結会計年度において、当社グループは業務用ソフトウェアの開発、販売ならびに保守の事業を行ってお

り、単一のソフトウェア関連事業以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

２．所在地別セグメント情報 

当連結会計年度において、本邦の売上高は、全セグメントの売上高に占める割合が90％超であるため、所在

地別セグメント情報の記載を省略しております。 

３．海外売上高 

当連結会計年度において、海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略して

おります。 
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（関連当事者との取引） 

当連結会計年度（自 平成17年７月１日 至 平成18年６月30日） 

(１) 役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高
(千円)

役員 永沢 徹  

当社監査
役 
 
弁護士 

なし － － 法務報酬 
（注）２ 

250 － － 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

１．永沢徹が第三者（永沢総合法律事務所）の代表者として行った取引であり、法務報酬については、一般

の取引先と同様に取引条件を決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

 

 (２)子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高
(千円)

未払
金 

346 

（注）2当社製品
開発協力 
（注）１ 

6,149 

（注）2 

前払
費用

101 

（注）2

ソフト
ウェア 
仕入高 
（注）１ 

3,300 

（注）2 
未払
金 

3,465

（注）2

関連会社 
（株）ド
リーム・
アーツ 

東京都

渋谷区 
907,765 

ソ フ ト
ウェア開
発、販売

（所有）

30.56％ 
役員１名

開発等

外注先

受取社債
利息等 
（注）１ 

1,004 
（注）2 － － 

未払
金 

8,360

（注）2当社製品
開発協力 
（注）１ 

9,198 

（注）2 

立替
金 

57 

（注）2
関連会社 

（株）ス
リ ー ・
シー・コ
ン サ ル
ティング 

東京都

中央区 
350,100 

ソ フ ト
ウェア開
発、販売

（所有）

20.38％ 
役員１名

開発等

外注先

受取社債
利息等 
（注）１ 

5,285 
（注）2 

未収
収益

828 
（注）2

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

１．取引条件は同業他社との取引実勢を参考に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 

 



－  － 35

 当連結会計年度（自 平成16年７月１日 至 平成17年６月30日） 

(２) 役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高
(千円)

役員 永沢 徹  

当社監査
役 
 
弁護士 

なし － － 法務報酬 
（注）２ 

10,720 － － 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

３．永沢徹が第三者（永沢総合法律事務所）の代表者として行った取引であり、法務報酬については、一般

の取引先と同様に取引条件を決定しております。 

４．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

 

 (２)子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高
(千円)

当社製品
開発協力 
（注）１ 

62,797 

（注）2 

前払
費用

747 

（注）2
関連会社 

（株）ド
リーム・
アーツ 

東京都

渋谷区 
832,757 

ソ フ ト
ウェア開
発、販売

（所有）

22.54％ 
役員１名

開発等

外注先

受取社債
利息等 
（注）１ 

2,700 
（注）2 

未収
収益

1,200

（注）2

関連会社 

（株）ス
リ ー ・
シー・コ
ン サ ル
ティング 

東京都

中央区 
350,100 

ソ フ ト
ウェア開
発、販売

（所有）

20.38％ 
役員１名

開発等

外注先

当社製品
開発協力 
（注）１ 

11,824 

（注）2 

未払
金 

5,066

（注）2

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

１．取引条件は同業他社との取引実勢を参考に決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。 
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 （１株当たり情報） 

前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１株当たり純資産額 24,089.22円 １株当たり純資産額 25,757.96円 

１株当たり当期純利益金額 4,534.57円 １株当たり当期純利益金額 1,661.85円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

  

当社は平成17年５月16日付にて、１株につき３株の割

合をもって株式分割を行っております。 

なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の１株当たり情報については、それぞれ以下のとおり

となります。 

 

 前連結会計年度   

 １株当たり純資産額 10,355.22円   

 １株当たり当期純利益金額 1,650.95円   

 潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額 
1,649.27円

 
 

  

（注）１株当たり当期利益金額および潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額ならびに１株当たり純資産額の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（千円） 1,950,824 769,200 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,950,824 769,200 

期中平均株式数（株） 430,211 462,858 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権２種（新株予約権の

数1,560個） 

新株予約権４種（新株予約権の

数26,263個） 

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（千円） － 12,021,308 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
－ 99,031 

（うち少数株主持分） （－） （99,031） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 11,922,277 

期末の普通株式の数（株） － 462,858 
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 （重要な後発事象） 

前連結会計年度 
自 平成15年７月１日 
至 平成16年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

―――― ―――― 
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６．生産、受注および販売の状況 

 

(1）生産実績 

部門別 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

ソフトウェア 1,945,908千円 － 

保守 989,637 － 

その他 2,431,510 － 

合計 5,367,057 － 

プロダクト売上事業 － 2,015,850千円 

保守サービス売上事業 － 1,920,734 

サポートサービス売上事業 － 1,390,060 

海外売上事業 － 26,807 

SI売上事業 － 2,273,961 

合計 － 7,627,415 

 （注）１．金額は、売上原価によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2）販売実績 

部門別 
前連結会計年度 

自 平成16年７月１日 
至 平成17年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

ソフトウェア 6,148,852千円 － 

保守 2,267,364 － 

その他 3,177,694 － 

合計 11,593,911 － 

プロダクト売上事業 － 5,939,745千円 

保守サービス売上事業 － 3,579,917 

サポートサービス売上事業 － 1,997,354 

海外売上事業 － 6,035 

SI売上事業 － 2,647,963 

合計 － 14,171,016 

 （注）１．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．主な相手先の販売実績および総販売実績に対する割合は、総販売実績に対する割合が100分の10以上の

主要な販売先がないので、記載を省略しております。 

 

 


