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１．１８年１２月中間期の連結業績（平成18年７月１日～平成18年12月31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12月中間期 
17年12月中間期 

 百万円 ％ 
 7,828 （14.5） 
 6,839 （54.9） 

 百万円 ％ 
 862 （36.5） 
 632 （△13.5） 

 百万円 ％ 
 873 （48.9） 
 586 （△13.4） 

18年６月期  14,171  1,415  1,358 
 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 
（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間（当期）純利益 

 
18年12月中間期 
17年12月中間期 

 百万円 ％ 
 634 （66.8） 
 380 （△ 2.4） 

 円 銭 
 1,370 41 
 821 58 

 円 銭 
 － － 
 － － 

18年６月期  769  1,661 85  － － 

(注)①持分法投資損益   18年12月中間期  12百万円 17年12月中間期 △24百万円  18年６月期  △42百万円 

②期中平均株式数(連結)18年12月中間期  462,858株 17年12月中間期  462,859株  18年６月期   462,858株 
③会計処理の方法の変更 無 
④売上高、営業利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

 

(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12月中間期 
17年12月中間期 

 百万円 
 16,837 
 15,326 

 百万円
 12,671 
 11,531 

 ％ 
 74.6 
 75.2 

 円 銭 
27,133  12 
24,914  57 

18年６月期  16,316  12,021  73.1 25,757  96 

(注) 期末発行済株式数（連結）18年12月中間期 462,858株  17年12月中間期 462,859株  18年６月期 462,858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12月中間期 
17年12月中間期 

百万円 
 877 
 △1,197 

百万円
 △65 
 △433 

百万円 
 ― 
 △7 

百万円
 5,739 
 3,344 

18年６月期  536  △589  △7  4,924 
 

(4) 連結範囲およ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) 連結範囲および持分法の適用の異動状況 
連結 （新規）  －社   （除外）  －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３四半期 
通    期 

百万円 
11,750  
15,950 

百万円 
1,230 
1,640 

百万円
830 
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７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 

◎株式会社ワークスグローバル 
サービス 

◎株式会社ワークスシステムズ  

◎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  

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 

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 

◎株式会社ワークスソリュー 
ションズ 

◎株式会社ワークスソリュー 
ションズ 

 

 

 

 

 

当 
 

 

 

 

社 
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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」と「クリティカルワーカーに活躍の場を」

の二つの経営理念を掲げております。 

当社は、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、
日本の大手企業の情報投資を効率化させ、顧客企業の競争力強化に貢献すべく経営にあたってお

ります。当社は、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの継続的提供により日本の大手企業の国際競争力
強化、ひいては日本経済の発展に寄与することを社会的使命であると認識しております。 

当社は、当社が必要としている人材をクリティカルワーカーと定義しております。クリティカ

ルワーカーとは、論理的思考力ならびに発想転換力を兼ね備えた問題解決能力の高い人材です。

クリティカルワーカーは、既成概念にとらわれずゼロからものを生み出せる人材、新しい価値を

生み出す力のある人材です。例えば、当社が必要としているエンジニアは、これまで大手企業を

顧客に持つ日本のソフトウェア企業ではあまり必要とされてこなかった研究開発型の人材です。

海外では、世界的な競争力を持つソフトウェア企業が多く、その人材は研究開発型のソフトウェ

ア技術者であることがわかります。日本の国際競争力のためには、クリティカルワーカー型の優

秀な人材が能力を発揮して活躍できる企業が必要です。当社は日本のクリティカルワーカーが海

外に流出することなく、一つの場所に集結し、相互に刺激し合いながら成長を実感できる企業で

あることを目指しております。 

 

（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当中間会計期間末までに50億

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等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）中長期的な会社の経営戦略 

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「ＣＯＭＰＡＮ

Ｙ®」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月には、全４製品からなる「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計
シリーズラインナップを完成させ、販売を開始いたしました。基幹業務パッケージソフトウェア
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製品分野の中で人事・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、「ＣＯＭＰＡ

ＮＹ®」会計シリーズは、市場のデファクトスタンダードになりうる製品であり、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、当社は人事・給与、会計につづく基幹業務パッケージソフトウェア製品の主要分野で

あるCRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）、SCM（サプライチェーンマネジメン

ト）の製品ラインナップの整備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。当中間連結会計期間よりCRM分野において新製品「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」CRMシリーズの先行出荷を開始いたしました。また、平成17年５月に連結子会社化した
株式会社ワークスシステムズ（ダイナシステム株式会社より商号変更）の協力を得て、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、当社グループの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、パッケージを活用しつつ経営の効率化ならびに競争力強化を図

る企業戦略分野から、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。これらサー

ビス分野の核となりますのは、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズであります。当社グループ
内の連携をさらに強化し、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。

運用分野においては、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「BPO サービス」の提供のため当社の担当部門を中心に、株式会社ワークスソリュー

ションズ等の支援を受けることにより、「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領域を拡大することで、顧客に対し様々な切り口

で提案が可能となり、営業活動の幅が広がるとともに、既存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
社である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。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。 

当社は、第１の軸にあげた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの販売と、第２の軸にあげたサービ
ス分野の拡充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、着実な成長分による収益を原資とし、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 

当社グループは、２ページに記載の中長期的な経営戦略に基づき資本提携を積極的に進めてま

いりました。その結果、当中間連結会計期間末においては、連結子会社７社、持分法適用関連会

社２社を数えるにいたりましたが、今後はグループ展開における各社の位置づけを再確認してま

いります。 

まず、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Knowledge information Portalの開発を連結子会社のアリエル・
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ネットワーク株式会社に移管しており、これまで同製品の開発で協業を得てきた持分法適用関連

会社である株式会社ドリーム・アーツの株式を外部に譲渡することといたしました（平成19年１

月）。さらに、BPOサービスを当面国内で展開することとしたことから、中国におけるグローバル

BPOサービスを目的とした株式会社InfoDeliverとの資本提携を解消いたしました。これに伴い、

同社株式を譲渡するとともに、グローバルBPOサービスの国内営業拠点として同社と合弁で設立し

た連結子会社ワークスグローバルサービス株式もあわせて譲渡いたしました（平成19年１月）。 

当社は、固定化した資金を回収し、当社グループの成長にとってより適切な投資先へ再投資を

行うとともに、財務上所要の手当てを行うことで、今後も継続して機動的なグループ経営を図っ

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 

当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに

関する基本的な考え方及びその整備状況」に記載しております。 

 

（9）その他、会社の経営上の重要な事項 

    該当事項はありません。 
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３．経営成績および財政状態 

（1） 経営成績 

当中間連結会計期間における我が国経済は、平成18年７月14日の日本銀行政策委員会による

「ゼロ金利解除」で幕を開けました。この決定は、日銀が同年４月に発表した『経済・物価情勢

の展望』（展望レポート）で示した見通しに沿って景気が息の長い拡大を続けており、消費者物

価も前年比でプラス基調を続けていくとの予想に基づき、従前のゼロ金利の維持により景気の過

熱と物価の高騰を招くことを前もって避けるとの判断によるものであります。さらに、ゼロ金利

解除後も追加利上げを行わなければ景気がシナリオどおり動いていないとみなされることを懸念

し、長期を見据えた「フォワードルッキング」な判断による利上げが「市場との対話」の中で模

索されてきました。ところが、12月８日に内閣府は平成17年度の実質GDPは前年度比2.4％増だっ

たと速報値から0.9ポイント下方修正し、日銀シナリオの前提に疑問符がともりました。さらに平

成18年７月～９月の四半期別GDP前期比（年率換算）も、実質ベースは2.0％増から0.8％増へ、名

目ベースは1.9％増から0.0％減へと改められたことにより、金融引き締めが実体経済に与える影

響が注視されております。 

情報サービス産業においては、経済産業省の特定サービス産業動態統計調査によると、平成18

年７月から11月までのところ、９月を除いて売上高を前年同月比で伸ばしております。受託開発

による「受注ソフトウェア」の売上高は９月に17ヶ月ぶりの減少を見ましたが、その後は増収基

調に転じています。また、10月～12月期の四半期売上予測DI（増収予想－減収予想）では、「受

注ソフトウェア（SI含む）」で25.8ポイントと、前四半期よりプラス幅を縮小しました。一方、

主要相手先別では、「製造業」向けDIは21.2ポイントとプラス幅を縮小したものの、「金融・保

険業」向けDIでは35.4ポイントとプラス幅を拡大しており、超大手企業において本業部分への収

益拡大目的での情報投資が一段落したかどうかは予断を許しません。 

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高い機能網羅性を有しており、かつ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だけで提供しており、企業の投資効率の改善を確

実に実現するものとして、企業の規模、業種を問わず数多くの企業から評価されております。シ

ステム維持のためのコストが導入時以上に生じることもある自社開発によるホストシステムや導

入時に多くのカスタマイズが必要な他社パッケージ製品とは明らかに異なる「ＣＯＭＰＡＮＹ®」
の持つ優位性が数多くの企業への導入を実現させ、当中間連結会計期間においても新規の導入が

続きました。 

この結果、当中間連結会計期間の売上高は予想の7,720百万円に対し7,828百万円（前年同期比

14.5％増）となりました。利益面では売上総利益は3,635百万円（前年同期比16.2％増）、売上総

利益率は46.4％（同0.7ポイント増）となっております。 

販売費及び一般管理費全体では、2,772百万円となりました。そのうち研究開発費は327百万円

（前年同期比145.4％増）であります。これにより、営業利益は862百万円（前年同期比36.5％

増）となりました。 

営業外収益・費用では持分法による投資利益を12百万円計上しており、経常利益は予想の720百

万円に対し873百万円（前年同期比48.9％増）となりました。 

中間純利益は予想値の430百万円に対し634百万円（前年同期比66.8％増）となっております。 

 

売上事業部門別概況 

① プロダクト売上事業部門 

当社の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与は、その明らかなコスト削減効果か
ら、引き続き市場から高い評価を得ており、当中間連結会計期間には新たに44社（累計518社）

に導入されました。また、業務効率のさらなる向上を図る製品として、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」
Webサービス25社（累計257社）および「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理24社（累計
182社）が導入され、これら３製品あわせたHRシリーズの新規導入社数は93社（前年同期103社）

となっております。一方で会計シリーズにおいては、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Financial 
Management（フィナンシャルマネジメント）５社（累計29社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business 
Management（ビジネスマネジメント）５社（累計24社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets 
Manegement（アセットマネジメント）４社（累計16社）および「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash 
Management（キャッシュマネジメント）３社（累計９社）が導入されております。会計シリーズ

の新規導入社数は合計で17社（前年同期21社）となって、すでに本稼動を開始したユーザーもあ

り、着実に市場における存在感を増しております。 

また、事前引き合いを頂いていた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM（カスタマーリレーションシップ
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マネジメント）シリーズは、当中間連結会計期間において１社に先行出荷を果たしました。 

さらに、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Knowledge information Portal（ナレッジインフォメーション
ポータル）２社（累計13社）および「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマ
ネジメント）３社（累計16社）の導入がなされております。 

この結果、プロダクト売上事業部門の売上高は3,124百万円（前年同期比10.0％増）、売上総

利益は2,054百万円（前年同期比6.9％増）、売上高総利益率は65.7％となりました。 

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。この保守料が累計導入企業数の増加とともに安定的な収益基盤となっておりま

す。当中間連結会計期間において、保守サービス売上事業部門は売上高2,159百万円（前年同期

比30.8％増）、売上総利益1,112百万円（前年同期比50.2％増）、売上高総利益率51.5％を計上

いたしました。 

③ サポートサービス売上事業部門 

業務受託代行のBPO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ており、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの導入社数の
増加に伴い好調に推移しております。その結果、サポートサービス売上事業部門の売上高は

1,138百万円（前年同期比33.5％増）、売上総利益は323百万円（前年同期比67.1％増）、売上高

総利益率は28.4％となりました。 

④ 海外売上事業部門 

海外売上事業部門の売上高は０百万円、売上総利益△２百万円となりました。現在は、経費を

最小限に抑えつつ市場に積極展開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1,404百万円（前年同期比5.7％減）、売上総利益は148百万円（前

年同期比47.3％減）、売上高総利益率は10.6％となりました。SI売上事業部門は、株式会社ワー

クスソリューションズが担っており、当社と密接に協業しております。 

 

（2）財政状態 

当中間連結会計期間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

度より815百万円増加し、当中間連結会計期間末には5,739百万円となりました。なお、当中間連結

会計期間末における有利子負債残高はなく、コミットメントライン（特定融資枠）の借入未実行残

高は4,000百万円であります。 

当中間連結会計期間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） 

当中間連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は877百万円となりました。これは主

に、回収促進による売上債権の減少289百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は65百万円となりました。これは主

に、自社利用のソフトウェア等の無形固定資産の取得による支出36百万円等によります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当中間連結会計期間において財務活動によるキャッシュ・フローはありませんでした。 

 

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17年６月期 平成18年６月期 平成19年６月期 

中間 期末 中間 期末 中間 

自己資本比率（％） 36.7 70.6 75.2 73.1 74.6 

時価ベースの自己資本比

率（％） 
389.2 316.7 371.5 182.4 239.7 

債務償還年数（年） － 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   

※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（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。 
�  
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（3）平成19年６月期通期の業績見通し 

当中間連結会計期間においては、売上・利益とも予想を上回る水準で推移しております。とくに

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズは、市場における認知度が高まるとともに順調に新規受注を重
ねており、既に主力製品として着実に収益に貢献しております。 

大手企業の基幹業務システムにおける投資効率を考えた場合、受託開発によるホストシステムに

対するパッケージソフトウェア製品の優位性は明らかであり、中長期的に市場規模は拡大していく

ものと考えておりますが、当連結会計期間においては、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。また、2007年１月30日に正式販売を開始した「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」CRMシリーズにつきましては、販売初年度であることから、売上高など収益面に与える
影響は限定的と見込んでおります。 

経費面においては、今後のさらなる成長のための優秀な人材の確保に向けた採用計画を引き続き

積極的に推進してまいります。2007年3月には、「問題解決能力発掘インターンシップ」のマーケ

ティングに特化した新採用プログラム「Marketing Mission」を実施いたします。 

これらにより、当連結会計年度第３四半期（９ヶ月累計）においては連結売上高11,750百万円、

経常利益1,230百万円、四半期純利益830百万円を予想しております。通期においては、期首公表の

予想と変わらず、連結売上高15,950百万円、経常利益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月期通期業績予想（平成 18 年７月１日～平成 19 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 

通       期   15,950  1,640  950 

（参考） 

前 年 同 期 実 績 
  14,171  1,358 769 

（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 

通       期   12,140   1,680   1,020   未定 

（参考） 

前 年 同 期 実 績 
  10,358   1,524     806   ― 

 

当社は、平成19年６月期より、剰余金の配当を開始いたします。利益配分に関する基本方針は２

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、配当性向

10％程度を目安として、決算確定段階で行います。なお、上記業績予想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．中間連結財務諸表等 

(1）中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   3,344,964 5,739,897  4,924,047

２．受取手形及び売掛
金 

※３  3,419,462 2,807,618  3,097,572

３．たな卸資産   61,021 54,752  81,908

４．繰延税金資産   135,638 83,366  107,804

５．その他   256,074 267,508  318,586

６．貸倒引当金   △715 △785  △721

流動資産合計   7,216,445 47.1 8,952,357 53.2  8,529,198 52.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  148,517 135,484 144,198 

(2）工具、器具及び
備品 

 145,297 123,493 133,696 

(3）その他  3,238 297,053 1.9 91 259,069 1.5 2,805 280,701 1.7

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,605,911 2,671,271 2,499,390 

(2）連結調整勘定  2,846,655 － 2,689,222 

(3) のれん  － 2,531,789 － 

(4）その他  11,067 5,463,635 35.7 10,433 5,213,494 31.0 10,750 5,199,363 31.9

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  792,595 617,115 579,216 

(2) 関係会社社債  226,047 230,529 228,279 

(3) 敷金及び保証金  709,265 672,160 690,238 

(4) 繰延税金資産  614,027 887,847 803,179 

(5）その他  7,736 2,349,673 15.3 4,964 2,412,616 14.3 5,971 2,306,884 14.1

固定資産合計   8,110,361 52.9 7,885,179 46.8  7,786,949 47.7

資産合計   15,326,807 100.0 16,837,537 100.0  16,316,148 100.0
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前中間連結会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金   255,773 220,958  190,743

２．未払金   494,024 356,626  270,567

３．未払法人税等   296,743 311,653  351,805

４．前受金   1,905,093 2,498,733  2,695,143

５．繰延税金負債   － 5,029  10,048

６．賞与引当金   61,500 93,788  124,482

７．その他 ※２  362,636 406,057  364,718

流動負債合計   3,375,771 22.0 3,892,846 23.1  4,007,509 24.5

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債   23,400 17,219  17,219

２．長期未払金   318,665 256,311  270,111

固定負債合計   342,065 2.3 273,530 1.6  287,330 1.8

負債合計   3,717,837 24.3 4,166,376 24.7  4,294,839 26.3

    

（少数株主持分）    

少数株主持分   77,034 0.5 － －  － －

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,270,974 21.3 － －  － －

Ⅱ 資本剰余金   3,353,265 21.9 － －  － －

Ⅲ 利益剰余金   4,906,075 32.0 － －  － －

Ⅳ 為替換算調整勘定   1,852 0.0 － －  － －

Ⅴ 自己株式   △231 △0.0 － －  － －

資本合計   11,531,935 75.2 － －  － －

負債、少数株主持
分及び資本合計 

  15,326,807 100.0 － －  － －
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前中間連結会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
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
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 3,270,974 19.5  3,270,974 20.0

２．資本剰余金   － － 3,353,265 19.9  3,353,265 20.6

３．利益剰余金   － － 5,929,307 35.2  5,295,001 32.5

４．自己株式   － － △327 △0.0  △327 △0.0

株主資本合計   － － 12,553,219 74.6  11,918,912 73.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定   － 5,566 0.0  3,364 0.0

評価・換算差額等合計   － － 5,566 0.0  3,364 0.0

Ⅲ 少数株主持分   － － 112,374 0.7  99,031 0.6

純資産合計   － － 12,671,160 75.3  12,021,308 73.7

負債純資産合計   － － 16,837,537 100.0  16,316,148 100.0
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 (2）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   

１．プロダクト事業売上高  2,840,934 3,124,997 5,939,745 

２．保守サービス事業売上
高 

1,651,445 2,159,810 3,579,917 

３．サポートサービス事業
売上高 

852,532 1,138,531 1,997,354 

４．海外事業売上高 4,386 746 6,035 

５．SI事業売上高 1,489,957 6,839,255 100.0 1,404,370 7,828,456 100.0 2,647,963 14,171,016 100.0

Ⅱ 売上原価   

１．プロダクト事業売上原
価 

919,340 1,070,953 2,015,850 

２．保守サービス事業売上
原価 

911,073 1,047,489 1,920,734 

３．サポートサービス事業
売上原価 

659,098 815,313 1,390,060 

４．海外事業売上原価 14,508 3,594 26,807 

５．SI事業売上原価 1,208,134 3,712,155 54.3 1,255,904 4,193,255 53.6 2,273,961 7,627,415 53.8

売上総利益  3,127,099 45.7 3,635,200 46.4  6,543,600 46.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１．役員報酬 321,840 287,449 646,380 

２．給料手当 573,073 641,662 1,273,810 

３．賞与 72,512 85,817 157,698 

４．法定福利費 86,534 92,909 179,852 

５．福利厚生費 85,098 110,409 105,574 

６．旅費交通費 86,461 88,407 169,049 

７．採用広告費 63,983 71,852 155,140 

８．インターンシップ費用 251,656 208,364 401,502 

９．広告宣伝費 78,965 144,961 112,716 

10．販売手数料 13,100 3,500 11,000 

11．賃借料 179,114 164,813 346,446 

12．減価償却費 61,711 73,503 129,690 

13．研究開発費 133,367 327,314 458,065 

14．賞与引当金繰入額 16,200 19,166 40,000 

15．連結調整勘定償却額 157,748 － 324,371 

16．のれん償却額 － 157,432 － 

17．その他 313,606 2,494,974 36.5 295,027 2,772,593 35.4 617,048 5,128,343 36.2

営業利益  632,125 9.2 862,607 11.0  1,415,257 10.0

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息 2,796 4,640 6,531 

２．受取手数料 516 389 1,525 

３．持分法による投資利益 － 12,898 － 

４．為替差益 － 705 － 

５．雑収入 1,672 4,985 0.1 1,007 19,641 0.3 11,056 19,112 0.1
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前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 
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
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  68 － 68 

２．コミットメントフィ
ー 

 3,528 3,528 6,443 

３．M&A関連費用  22,294 3,406 26,004 

４．持分法による投資損
失 

 24,854 ― 42,233 

５．雑損失  126 50,872 0.7 2,184 9,119 0.1 1,601 76,352 0.5

経常利益   586,238 8.6 873,129 11.2  1,358,017 9.6

Ⅵ 特別利益    

１．債務免除益  1,000 － 1,000 

２．事業撤退清算差益  － 1,000 0.0 － － ― 19,224 20,224 0.1

Ⅶ 特別損失    

１．たな卸資産除却損 ※２ 1,096 － 1,096 

２．固定資産売却損 ※３ － 1,930 － 

３．固定資産除却損 ※４ 1,339 466 2,169 

４．関係会社出資持分売
却損 

 2,576 － 2,576 

５．事業撤退関連損失  3,387 － － 

６．投資有価証券評価損  － 8,400 0.1 － 2,396 0.1 221,000 226,841 1.6

税金等調整前中間（
当期）純利益 

  578,837 8.5 870,733 11.1  1,151,400 8.1

法人税、住民税及び
事業税 

 269,870 288,797 597,863 

法人税等調整額  △57,848 212,021 3.1 △65,249 223,548 2.9 △215,300 382,563 2.7

少数株主利益（又は
少数株主損失△） 

  △13,457 △0.2 12,879 0.1  △363 △0.0

中間（当期）純利益   380,274 5.6 634,306 8.1  769,200 5.4
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(3)中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

区分  金額（千円） 

（資本剰余金の部）  

Ⅰ 資本剰余金期首残高  3,353,265

Ⅱ 資本剰余金中間期末残高  3,353,265

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  4,525,801

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．中間純利益  380,274 380,274

Ⅲ 利益剰余金中間期末残高  4,906,075

  

 

 

 

中間連結株主資本等変動計算書 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31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 

平成18年６月30日
残高 

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

中間連結会計期間
中の変動額 

    

中間純利益   634,306 634,306   634,306

株主資本以外の
項目の中間連結
会計期間中の変
動額（純額） 

  2,201 2,201 13,343 15,545

当中間連結会計
期間中の変動額
合計 

－ － 634,306 － 634,306 2,201 2,201 13,343 649,851

平成18年12月31日
残高 

3,270,974 3,353,265 5,929,307 △327 12,553,219 5,566 5,566 112,374 12,671,160
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連結株主資本等変動計算書 

前連結会計年度（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 

平成17年６月30日
残高 

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

連結会計年度中の
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

連結会計年度中の
変動額合計 

－ － 769,200 △209 768,990 3,350 3,350 9,580 781,921

平成18年６月30日
残高 

3,270,974 3,353,265 5,295,001 △327 11,918,912 3,364 3,364 99,031 12,021,308
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(4)中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
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） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

税金等調整前中間（当期）純
利益 

 578,837 870,733 1,151,400 

減価償却費  65,677 60,950 138,153 

たな卸資産除却損  1,096 － 1,096 

固定資産売却損  － 1,930 － 

固定資産除却損  1,339 466 2,169 

連結調整勘定償却額  157,748 － 324,371 

のれん償却額  － 157,432 － 

持分法による投資利益  － △12,898 － 

持分法による投資損失  24,854 － 42,233 

投資有価証券評価損  － － 221,000 

為替差益  － △705 － 

賞与引当金の増加額（△減少
額） 

 △1,000 △30,693 61,982 

貸倒引当金の増加額  10 63 16 

事業税外形標準課税  22,779 22,815 45,420 

受取利息  △2,796 △4,631 △6,531 

支払利息  68 － 68 

コミットメントフィー  3,528 3,528 6,443 

M&A関連費用  22,294 3,406 26,004 

関係会社出資持分売却損  2,576 － 2,576 

債務免除益  △1,000 － △1,000 

売上債権の減少額（△増加額） △584,274 289,954 △262,384 

たな卸資産の減少額（△増加
額） 

 3,970 27,156 △16,915 

販売目的のソフトウェアの増
加額 

 △405,870 △161,037 △224,710 

その他流動資産の減少額（△
増加額） 

 30,393 48,536 △26,008 

買掛金の増加額（△減少額） △121,028 30,215 △186,059 

未払金の増加額（△減少額） △14,025 89,816 △224,101 

前受金の増加額（△減少額） △206,636 △196,409 583,413 

その他流動負債の増加額（△
減少額） 

 △120,417 41,338 △118,335 

長期未払金の減少額  △31,673 △13,800 △80,226 

小計  △573,546 1,228,169 1,460,076 

利息の受取額  1,394 2,266 2,879 

利息の支払額  △68 － △68 

コミットメントフィーの支払
額 

 △872 △872 △6,443 

法人税等の支払額  △624,080 △351,765 △919,654 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,197,174 877,798 536,789 
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前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書 
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） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

有形固定資産の売却による収入  － 2,790 － 

有形固定資産の取得による支出  △58,389 △20,551 △115,398 

無形固定資産の取得による支出  △71,556 △36,770 △159,031 

連結の範囲の変更を伴う子会社
出資持分売却による支出 

※３ △721 － △721 

関係会社株式の取得による支出  － △25,000 △25,000 

関係会社社債の取得による支出  △225,000 － △225,000 

M&A関連費用の支出  △23,546 △3,060 △28,255 

敷金及び保証金の回収額  3,090 20,895 22,570 

敷金及び保証金の支払額  △57,109 △3,263 △57,669 

その他投資の取得による支出  △28 △358 △666 

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △433,262 △65,318 △589,172 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

    

長期借入金の返済による支出  △4,450 － △4,450 

短期借入金の返済による支出  △3,000 － △3,000 

自己株式の取得による支出  △113 － △209 

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー 

 △7,563 － △7,659 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差
額 

 3,226 3,371 4,351 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△
減少額） 

 △1,634,773 815,850 △55,690 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,978,067 4,924,047 4,978,067 

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 

※２ 1,670 － 1,670 

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末 
（期末）残高 

※１ 3,344,964 5,739,897 4,924,047 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
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 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 

株式会社アイコテクノロジ

ー 

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

司は当中間連結会計期間に

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。 

 

 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 

アリエル・ネットワーク株

式会社 

株式会社ワークスシステム

ズ（ダイナシステム株式会

社より商号変更） 

 

 

 

 

 

 

 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 

（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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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 

同左 

 

 

 

（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、

中間純利益（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

ても中間連結財務諸表に及

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。 

（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 

同左 

 

 

 

（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。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

 （3）株式会社ドリーム・ア

ーツは中間決算日が中間

連結決算日と異なるため

、同社の中間会計期間に

かかる中間財務諸表を使

用しております。 

（3）   同左 （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．連結子会社の中間決

算日（決算日）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

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、中間

連結決算日現在で実施した決

算に基づく財務諸表を使用し

ております。 

 他の連結子会社の中間期末

日は、中間連結決算日と一致

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

、中間連結決算日現在で実施

した決算に基づく財務諸表を

使用しております。 

 他の連結子会社の中間期末

日は、中間連結決算日と一致

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 

   

イ 有価証券 イ 有価証券 イ 有価証券 （1）重要な資産の評

価基準および評価

方法 

その他有価証券 

時価のないもの 

同左 同左 

 移動平均法による原

価法 

  

 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 ロ たな卸資産 

 商品・製品・仕掛品 同左 同左 

 個別法による原価法   

 貯蔵品   

 最終仕入原価法   
    

イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 イ 有形固定資産 

定率法 同左 同左 

（2）重要な減価償却資

産の減価償却の方

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   

 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 ロ 無形固定資産 

 (イ)ソフトウェア (イ)ソフトウェア (イ)ソフトウェア 

 ①市場販売目的のソフ

トウェア 

同左 同左 

  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)商標権 (ロ)商標権 (ロ)商標権 

 定額法 同左 同左 

 なお、償却年数は10

年であります。 
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項目 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

（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 

イ 貸倒引当金 

同左 

 ロ 賞与引当金 ロ 賞与引当金 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。 

同左 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 同左 

イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 イ 消費税等の会計処理 （5）その他中間連結

財務諸表（連結財

務諸表）作成のた

めの基本となる重

要な事項 

税抜方式によっており

ます。 

同左 同左 

５．中間連結キャッシュ

・フロー計算書（連

結キャッシュ・フロ

ー計算書）における

資金の範囲 

 中間連結キャッシュ・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  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。 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

当中間連結会計期間より、固定資

産の減損に係る会計基準（「固定資

産の減損に係る会計基準の設定に関

する意見書」（企業会計審議会 平

成14年８月９日））および「固定資

産の減損に係る会計基準の適用指針

」（企業会計基準適用指針第６号 

平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響

はありません。 

────── （固定資産の減損に係る会計基準） 

 当連結会計年度より、固定資産の減損

に係る会計基準（「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企

業会計審議会 平成14年８月９日））お

よび「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」（企業会計基準適用指針第６

号 平成15年10月31日）を適用しており

ます。これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 

────── ────── （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。

 連結財務諸表規則の改正による連結貸

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、当連結会計年度から「純資

産の部」となり、「純資産の部」は

「株主資本」、「評価・換算差額

等」および「少数株主持分」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」は当連

結会計年度においては、「株主資

本」の内訳科目として表示しており

ます。 
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前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 

   至  平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
 自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 

   自 平成17年７月１日 

至 平成18年６月30日 

────── ────── （連結株主資本変動計算書に関する会

計基準） 

当連結会計年度より、「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

本等変動計算書に関する会計基準等の

適用指針」（企業会計基準委員会 平

成17年12月27日 企業会計基準第９

号）を適用しております。 

 連結財務諸表規則の改正により、当

連結会計年度から「連結株主資本等変

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。 

 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

（中間連結損益計算書） 

「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、当中間連結会計期間より「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、前中間連結会計期間における売上高の内訳は、プロダ

クト事業3,025,974千円、保守サービス事業1,137,502千円、サ

ポートサービス事業252,691千円、海外事業－千円およびSI事

業－千円であり、売上原価の内訳は、プロダクト事業

1,002,181千円、保守サービス事業479,136千円、サポートサー

ビス事業182,148千円、海外事業2,182千円およびSI事業－千円

であります。 

（中間連結貸借対照表） 

前中間連結会計期間末において「連結調整勘定」として掲記

されていたものは、当中間連結会計期間末から「のれん」と表

示しております。 

（中間連結損益計算書） 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却

額」と表示しております。 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書） 

前中間連結会計期間において「連結調整勘定償却額」として

掲記されていたものは、当中間連結会計期間から「のれん償却

額」と表示しております。 
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（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前連結会計年度末 
平成18年６月30日現在 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 

294,482千円 370,554千円 338,483千円

※２．消費税等の取扱い ※２．消費税等の取扱い ※２．     ──── 

 仮払消費税等および仮受消費税

等は、相殺の上、金額的重要性が

乏しいため、流動負債の「その

他」に含めて記載しております。 

同左  

※３．中間連結会計期間末日満期手形の

処理 

※３．     ──── ※３．     ──── 

 中間連結会計期間末日満期手形

の会計処理については、手形交換

日をもって決済処理しておりま

す。なお、当中間連結会計期間末

日が金融機関の休日であったた

め、次の中間連結会計期間末日満

期手形が中間連結会計期間末残高

に含まれております。 

  

受取手形       190千円   

 ４．貸出コミットメント契約  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中

間連結会計期間末の借入未実行残

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中

間連結会計期間末の借入未実行残

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  

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 －   借入実行残高 － 

 差引額 4,000,000  差引額 4,000,000  差引額 4,000,000 
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

 １． 当中間連結会計期間に係る納付

税額および法人税等調整額は、当

連結会計年度において予定してい

る利益処分による特別償却準備金

の取崩しを前提として当中間連結

会計期間にかかる金額を計算して

おります。 

１．  当中間連結会計期間に係る納付

税額および法人税等調整額は、当

連結会計年度において予定してい

る特別償却準備金の取崩しを前提

として当中間連結会計期間にかか

る金額を計算しております。 

 １．     ──── 

※２．たな卸資産除却損の内容は次の通

りであります。 

※２．    ──── ※２．たな卸資産除却損の内容は次の通

りであります。 

 商品 1,096千円     商品 1,096千円

※３．    ──── ※３．固定資産売却損の内容は次の通り

であります。 

※３．     ──── 

    工具、器具及び備品 1,479千円    

    その他 450    

    計 1,930    

※４．固定資産除却損の内容は次の通り

であります。 

※４．固定資産除却損の内容は次の通り

であります。 

※４．固定資産除却損の内容は次の通り

であります。 

 建物 1,202千円  工具、器具及び備品 466千円  建物 1,634千円

 工具、器具及び備品 137     工具、器具及び備品 534 

 計 1,339     計 2,169 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31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） 

当中間連結会計期間

増加株式数（株）  

当中間連結会計期間 

減少株式数（株） 

当中間連結会計期間末

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 2.82 － － 2.82

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（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増加1.80株は、全て端株の買取による増加であります。 

２．新株予約権および自己新株予約権に関する事項 

  該当事項はありません。 
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３．配当に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
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中間期末残

高と中間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中間期末残

高と中間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12月31日現在） （平成18年12月31日現在） （平成18年６月30日現在）

     現金及び預金勘定 

3,344,964千円 

     現金及び現金同等物 

3,344,964千円 

     現金及び預金勘定 

5,739,897千円

     現金及び現金同等物 

5,739,897千円

     現金及び預金勘定 

4,924,047千円

     現金及び現金同等物 

4,924,047千円

※２．合併により引き継いだ会社の資産

及び負債の主な内訳 

※２．     ──── ※２．合併により引き継いだ会社の資産

及び負債の主な内訳 

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主

な内訳は次のとおりであります。 

 

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主

な内訳は次のとおりであります 

  流動資産     2,090千円     流動資産     2,090千円

  固定資産 2,448     固定資産 2,448 

  資産合計 4,539     資産合計 4,539 

  流動負債 4,434千円       流動負債 4,434千円

  負債合計 4,434     負債合計 4,434 

※３．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主

な内訳 

※３.     ――――― ※３．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主

な内訳 

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。 

  

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   流動資産 2,129千円

固定資産 1,342    固定資産 1,342  

流動負債 △200    流動負債 △200  

為替換算調整勘定 △247    為替換算調整勘定 △247  

出資持分売却損 △2,576    出資持分売却損 △2,576  

同社出資持分の売

却価額 
448    

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    

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 千円   

差引：同社売却に

よる支出 
△721千円
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（リース取引関係） 

  当中間連結会計期間にかかる半期報告書につきまして、EDINETにより開示を行うため当該項目の記載

を省略しております。 

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 
平成17年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 
平成18年12月31日現在 

前連結会計年度末 
平成18年６月30日現在 

時価評価されていない主な有価証券の内

容 

時価評価されていない主な有価証券の内

容 

時価評価されていない主な有価証券の内

容 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

(1）非上場債券 (1）非上場債券 (1)非上場債券 

226,047千円 230,529千円 228,279千円

(2）非上場株式 (2）非上場株式 (2)非上場株式 

792,595千円 617,115千円 579,216千円

（注）前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。 

 

（デリバティブ取引関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年12月31日現在） 

  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。 

当中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在） 

  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。 

前連結会計年度末（平成18年６月30日現在） 

  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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

当中間連結会計期間にかかる半期報告書につきまして、EDINETにより開示を行うため当該項目の記載

を省略しております。 

 

（セグメント情報） 

前中間連結会計期間（自 平成17年７月１日 至 平成17年12月31日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

  当中間連結会計期間において、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 

  当中間連結会計期間において、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 

  当中間連結会計期間において、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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年12月31日） 

１．事業の種類別セグメント情報 

  当中間連結会計期間において、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 

  当中間連結会計期間において、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
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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 

  当中間連結会計期間において、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。 
 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
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 

24,914.57円 

１株当たり中間純利益金額 

821.58円 

なお、潜在株式調整後１株当たり

中間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日付におい

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前中間連結

会計期間における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。 

１株当たり純資産額    11,292.87円 

１株当たり中間純利益金額   943.80円 

  
１株当たり純資産額 

27,133.12円

１株当たり中間純利益金額 

1,370.41円

 なお、潜在株式調整後１株当た

り中間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。 

  
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 

1,661.85円

 なお、潜在株式調整後１株当たり中間

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。 
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（注） １株当たり中間（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上

の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
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    

中間（当期）純利益（千円） 380,274 634,306 769,200 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式にかかる中間（当期）純利益（千

円） 
380,274 634,306 769,200 

期中平均株式数（株） 462,859 462,858    462,858 

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額 
   

中間（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 ４ 種 ( 新

株予約権の数26,463個)

新株予約権４種（新株

予約権の数26,096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） － 12,671,160 12,021,308 

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円） 
－ 112,374 99,031 

 （うち少数株主持分） (－)   （112,374） (99,031) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － 12,558,786 11,922,277 

期末の普通株式の数（株）  － 462,858 462,858 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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５．生産、受注及び販売の状況 

(1)生産実績 

部門別 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

プロダクト売上事業 919,340千円 1,070,953千円 2,015,850千円 

保守サービス売上事業 911,073 1,047,489 1,920,734 

サポートサービス売上事業 659,098 815,313 1,390,060 

海外売上事業 14,508 3,594 26,807 

SI売上事業 1,208,134 1,255,904 2,273,961 

合計 3,712,155 4,193,255 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 
前中間連結会計期間 
自 平成17年７月１日 
至 平成17年12月31日 

当中間連結会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前連結会計年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

プロダクト売上事業 2,840,934千円 3,124,997千円 5,939,745千円 

保守サービス売上事業 1,651,445 2,159,810 3,579,917 

サポートサービス売上事業 852,532 1,138,531 1,997,354 

海外売上事業 4,386 746 6,035 

SI売上事業 1,489,957 1,404,370 2,647,963 

合計 6,839,255 7,828,456 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。 

 


