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上 場 会 社 名 株式会社ワークスアプリケーションズ 上場取引所 ＪＱ 
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代 表 者（役 職 名）代表取締役最高経営責任者    （氏 名）牧野 正幸 

問合せ先責任者（役 職 名）管理本部マネージャー  （氏  名）青木 勇二郎  ＴＥＬ（03）6229-1200 

半期報告書提出予定日    平成20年２月29日       
                                                                                    （百万円未満切捨） 
１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日） 
(1) 連結経営成績                                                        （％表示は対前年中間期増減率） 

 売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益
 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

        百万円    ％  
   9,472   (21.0) 

   7,828   (14.5) 

       百万円    ％

   1,578    (83.0) 

     862   (36.5) 

         百万円    ％ 
   1,554   (78.1) 

     873   (48.9) 

         百万円    ％

     733   (15.7) 

     634   (66.8) 

19年６月期   16,673    －    2,572    －    2,574    －    1,676    － 

 

 
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

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

              円       銭 

     1,585     68 

     1,370     41 

              円        銭

        －      － 
        －      －

19年６月期      3,621     87         －      － 

 (参考) 持分法投資損益 19年12月中間期 △13百万円 18年12月中間期 12百万円 19年６月期 12百万円 
（注）潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益は、当中間期、前年中間期および前連結会計年度は希薄化効

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。 
 
 (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 
 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

                 百万円 

       19,695 

       16,837 

                 百万円 

       14,356 

       12,671 

                 ％ 

        72.1 

        74.6 

            円       銭 

     30,668    08

     27,133    12

19年６月期        19,506        13,734         69.7      29,372    55 

(参考) 自己資本 19年12月中間期 14,194百万円   18年12月中間期 12,558百万円   19年６月期 13,595百万円 
 
 (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
 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

                 百万円 

         307 

          877 

                 百万円 
        △150 

         △65 

                 百万円 
        △111 

           － 

                 百万円 

        7,746 

        5,739 

19年６月期         2,403           344            23         7,701 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 中間期末 期末 年間 
           円    銭           円    銭           円    銭 

19年６月期  0  00 290 00 290  00 

20年６月期  0  00 － 

20年６月期（予想)（注） － 355 00 
355  00 

(注)20年６月期の配当金額は、当社個別の当期純利益を基準とした配当性向（10％程度）により決定いたします。 
 
３．平成20年６月期の連結業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期増減率、第３四半期は対前年第３四半期増減率） 

 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 
 

第３四半期 
通   期 

         百万円  ％ 
14,070 （17.7） 
18,870 （13.2） 

         百万円  ％

2,090 （27.2）
2,720 （ 5.7）

         百万円  ％

2,060 （24.2）
2,640 （ 2.5）

         百万円  ％ 
980（△21.0） 

1,580（△ 5.8） 

       円  銭 
2,117  28 
3,413  57 
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４．その他 

（1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）   無 

 

（2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（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に記載されるもの） 

① 会計基準等の改正に伴う変更         無 

② ①以外の変更                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） 

19年12月中間期  462,861株  18年12月中間期  462,861株  19年６月期  462,861株 

② 期末自己株式数 

19年12月中間期     3.62株   18年12月中間期     2.82株  19年６月期     2.82株 

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、27ページ「１株当たり

情報」をご覧ください。 

 

 

（参考）個別業績の概要 

１. 平成19年12月中間期の個別業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日） 

 （1）個別経営成績                                （％表示は対前期増減率） 

 売 上 高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

 
19年12月中間期 

18年12月中間期 

  百万円    ％  

    7,668  (33.0) 

    5,765  (19.8)  

 百万円    ％ 

    1,433   (85.1) 

      774   ( 3.8) 

百万円    ％  

  1,439  (80.7) 

    796   ( 7.8) 

  百万円    ％ 

     869  (76.1) 

      493   (11.0) 

19年６月期    12,955    －     2,449     －   2,484     －     1,320     － 

 

 
１株当たり 
当期純利益 

 
19年12月中間期 

18年12月中間期 

     円     銭    

     1,877   98  

     1,066  62  

19年６月期      2,853  76  

 

(2）個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

19年12月中間期 

18年12月中間期 

百万円 

        17,812 

        15,045 

百万円 

        13,116 

        11,554 

       ％ 

73.6 

76.8 

円   銭 

    28,337   42  

    24,962     45 

19年６月期         17,413         12,381 71.1     26,749   59 

(参考) 自己資本   19年12月中間期 13,116百万円   18年12月中間期 11,554百万円   19年６月期 12,381百万円 
 

 

２．平成20年６月期の個別業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

                                                                       （％表示は対前期増減率） 

 
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 

 

通  期 

    百万円  ％ 

15,000 （15.8） 

     百万円  ％

 2,680  （9.4）

百万円  ％

 2,700 （8.7）

百万円  ％ 

 1,640 （24.2） 

円   銭 

  3,543   20 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 

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４ページをご参照ください。 
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１．経営成績 
（1）経営成績に関する分析 

当中間連結会計期間における我が国経済は、米国の住宅金融市場における「サブプライムローン」（非優良

顧客向け住宅ローン）問題を発端とした株式市場の低迷や、原油をはじめとした原材料価格の高騰等により、

景気の不透明感が増してきております。 

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 19 年７月から

11 月までのところ、９月（前年比横ばい）を除いて売上高を前年同月比で伸ばしております。これは情報セ

キュリティ強化の流れによる金融機関を中心とした大手企業の情報投資が堅調に推移したことが原因として挙

げられます。しかしながら、10 月～12 月期の四半期売上予測 DI（増収予想－減収予想）では、情報サービス

業は 28.8 ポイントと、前四半期よりプラス幅を縮小しました。部門別では「受注ソフトウェア（SI 含む）」

「ソフトウェアプロダクト」いずれも前四半期よりプラス幅を縮小しており、景気の不透明感を反映して減速

感が出始めております。 

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 8,840 百万円に対し 9,472 百万円（前年同期比 21.0％増）

となりました。利益面では売上総利益は 5,179 百万円（前年同期比 42.5％増）、売上総利益率は 54.7％（同

8.3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、3,601 百万円となりました。そのうち研究開発費は 479 百万円（前年同期

比 46.5％増）、インターンシップ費用は 553 百万円（前年同期比 165.5％増）であります。これにより、営業

利益は1,578百万円（前年同期比83.0％増）となりました。 

経常利益は予想の1,100百万円に対し1,554百万円（前年同期比78.1％増）となりました。 

中間純利益は予想の660百万円に対し733百万円（前年同期比15.7％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49社（累計618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 36 社（累計 326 社）および「ＣＯ

ＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理32社（累計251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117社（前年同期93社）となっております。一方で会計シリーズにおいては、「ＣＯＭＰＡＮ

Ｙ®」Financial Management（フィナンシャルマネジメント）10 社（累計 54 社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

Business Management（ビジネスマネジメント）10 社（累計 48 社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management

（アセットマネジメント）13 社（累計 41 社）および「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネ

ジメント）３社（累計 16 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 36 社（前年同期

17社）となり、HRシリーズに続く安定した収益源へとなりつつあります。 

また、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）シリーズは、当中間連結会

計期間において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRMが１社（累計３社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales が１社（累

計２社）に導入されております。 

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３

社（累計 20 社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は５社（累計 25

社）に導入されております。 

この結果、プロダクト売上事業部門の売上高は 4,223 百万円（前年同期比 35.2％増）、売上総利益は 2,660

百万円（前年同期比29.5％増）、売上高総利益率は63.0％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 2,627 百万円（前年同期比 21.7％増）、売上総利益 1,687 百万円（前

年同期比51.7％増）、売上高総利益率64.2％を計上いたしました。 
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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 1,646 百万円（前年同期比 44.6％増）、売上総

利益は815百万円（前年同期比152.2％増）、売上高総利益率は49.5％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ありませんでした。現在は市場に積極展開する時期を探っております。 

⑤ SI売上事業部門 

SI 売上事業部門の売上高は 974 百万円（前年同期比 30.6％減）、売上総利益は 16 百万円（前年同期比

89.1％減）、売上高総利益率は 1.7％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

担っておりますが、当中間連結会計期間において同社の要員は「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの導入企業を対象

としたサポートサービス売上事業部門へのシフトが進んでおります。 

 

（平成20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。特に「ＣＯＭＰＡ

ＮＹ®」HR シリーズは、従業員数 6,000 名以上の超大手企業向けの大型案件の受注が増えており、引き続き安

定した受注が見込まれております。 

そうした受注環境の下、製品開発・サポート部門を中心とした人材の確保が急務となっております。そのた

め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。当連結会計期間においては、

学生向け「問題解決能力発掘インターンシップ」を東京と大阪で実施するとともに、マーケティングに特化し

た新プログラム「Marketing Mission（マーケティングミッション）」も実施し、これを含めた「問題解決能力

発掘インターンシップ」全体で大幅な規模の拡大を行うとともに、社会人向けの「問題解決能力発掘プログラ

ム」も実施しております。 

なお、平成 20 年１月 21 日に正式販売を開始した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティ

ティマネジメント、ID 管理）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。 

これらにより、当連結会計年度第３四半期（９ヶ月間累計）においては連結売上高14,070 百万円、営業利益

2,090 百万円、経常利益 2,060 百万円、四半期純利益 980 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18,870 百万円、営業利益2,720 百万円、経常利益2,640 百万円、当期純利

益1,580百万円を予想しております。 

 

平成 20年６月期通期業績予想（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

① 連結業績予想          

 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

 
通      期 

           百万円 

18,870 

           百万円 

 2,720 

           百万円 

 2,640 

           百万円 

 1,580 

（参考）   
前 年 同 期 実 績 16,673  2,572  2,574 1,676 

 

② 個別業績予想                               

 売上高 経常利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり 
期末配当金 

通      期 
         百万円

15,000 

         百万円

2,680 

         百万円

2,700 

         百万円 

1,640 

円 銭 

  355  00 

（参考） 
前 年 同 期 実 績 12,955 2,449 2,484 1,320  290  00 

  (注）20年６月期の配当金額は、当社個別の当期純利益を基準とした配当性向（10％程度）により決定します。 
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（2）財政状態に関する分析 

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44百

万円増加し、当中間連結会計期間末には 7,746 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5,000百万円であります。 

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 307 百万円となりました。これは主に税金等調

整前中間純利益1,554百万円の計上と、法人税等の支払800百万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 150 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67百万円等によるものであります。 

（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の結果使用した資金は 111 百万円となりました。これは主に配当金の

支払い131百万円によるものであります。 

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18年６月期 平成19年６月期 平成20年６月期 
 

中間 期末 中間 期末 中間 
自己資本比率（％） 75.2 73.1 74.6 69.7 72.1
時価ベースの自己資
本比率（％） 

371.5 182.4 239.7 192.2 289.1

キャッシュ･フロー
対有利子負債比率 
（年） 

－ － － － －

インタレスト・カバ
レッジ・レシオ 
（倍） 

－ 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 

キャッシュ･フロー対有利子負債比率：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   

       （注）１．いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

 

（3）利益配分に関する基本方針および当期の配当 

当社グループは、株主への利益還元を重要な経営課題の一つと認識しております。企業体質の強化や積極的

な研究開発および事業展開に資金を備えた上で、経営成績および財政状態を勘案し、株主に対する利益還元に

ついて検討していく所存であります。 

このような方針に基づき、配当額は、当社個別の当期純利益を基準とし、10％程度の配当性向を目安といた

します。当社の業績は、プロダクト売上事業部門における新規案件の導入状況により上下する傾向にあるため、

配当性向により配当金額を決定することにより、当期の成果を適切に株主に還元することができると考えてお

ります。 

前事業年度の配当につきましては、上記方針に基づき、１株あたり 290 円の期末配当を実施いたしました。

この結果、前事業年度の配当性向は10.2％となりました。 

当社は、剰余金の配当を、株主総会の決議により決定するものとしております。なお、当社は「取締役会の

決議によって、毎年 12 月 31 日を基準日として中間配当をすることができる。」旨を定款に定めておりますが、

当面は中間配当はこれを見送り、年１回の期末配当のみとする方針であります。  

 

（4）事業等のリスク 

平成 19年６月期決算短信（平成19年７月 30日開示）により開示を行った内容から重要な変更が無いため、

記載を省略しております。 



 ㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成 20 年６月期中間決算短信 

-  - 6

２．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６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。 

 

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 

◎株式会社ワークスプロダクツ 

○株式会社スリー・シー・コンサ
ルティング 

海外事業 

ＳＩ事業 
 

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 

当 
 
 

 
 

社 

○株式会社レビックグローバル 

◎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 

◎株式会社ワークスコマース 

◎株式会社ワークスプロダクツ

○株式会社ボールド 

 
      （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。       



 ㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成 20 年６月期中間決算短信 

-  - 7

３．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、「ＣＯＭ

ＰＡＮＹ®」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あり、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あります。例えば、当社が必要と

しているエンジニアは、これまで受託開発を中心としてきた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）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。 

 

（3）中長期的な経営戦略 

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。中長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®」シリーズをはじ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®」HR シリーズはすでに

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ご評価をいただいております。また、基

幹業務パッケージソフトウェア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、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズは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、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、会計に続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、顧客管理）、SCM（サプライチェーンマネジメント、生産管理）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 および業務提携を

行っております。「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM シリーズとしては、平成 19 年６月期に「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM と

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales の２製品の正式販売を開始するとともに、e コマース（電子商取引）の新

製品を開発すべく株式会社ワークスコマースを設立しております。一方、SCM 分野においては連結子会社の株

式会社ワークスシステムズの協力を得て「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するかという戦略分野から、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まいります。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
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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「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、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、中小規模の企業への製品、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に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。「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、現在は、本格的な市場展開のための大型投資を開始する時期を探り、平成 19 年６月期に資本提携

した株式会社レビックグローバルおよび同社中国子会社の協力を得て、引き続き積極的に市場調査を行ってお

ります。 

これらの戦略を実行するにあたっては、当社は主として第１の軸にあげた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズのラ

インナップ拡充に引き続き注力するとともに、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、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 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。 

 

（4）会社の対処すべき課題 

当社の今後の更なる飛躍的成長のためには、人材の確保が必要不可欠であります。それも、ただ多くの人数

を確保するのではなく、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（クリティカ

ルワーカー）を数多く確保することが必要です。そのため、学生向け「問題解決能力発掘インターンシップ」

をはじめとする各種の採用施策を積極的に展開してまいります。特に、より多くの人材に当社に関心を持たせ

るための募集広告と、一定の期間内で課題に取り組む中で、当社に 適な人材を見極めるための選考プログラ

ムに集中的に経営資源を投下することで、開発力・営業力の強化に不可欠な、多数のクリティカルワーカーの

確保を目指します。 

 

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照

ください。 

 

（6）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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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18年 12月 31日現在 

当中間連結会計期間末 

平成19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19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   5,739,897 7,746,111  7,701,217

２．受取手形及び売掛 

金 
※３  2,807,618 4,255,740  4,052,088

３．たな卸資産   54,752 195,195  146,780

４．繰延税金資産   83,366 130,230  140,502

５．その他   267,508 275,832  401,025

６．貸倒引当金   △785 △491  △421

流動資産合計   8,952,357 53.2 12,602,619 64.0  12,441,193 63.8

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1) 建物  135,484 123,349 125,864 

(2) 工具、器具及び 

備品 
 123,493 129,117 124,897 

(3）その他  91 259,069 1.5 62 252,529 1.3 74 250,835 1.3

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,671,271 2,771,765 2,461,782 

(2) のれん  2,531,789 2,155,057 2,247,491 

(3）その他  10,433 5,213,494 31.0 9,905 4,936,729 25.0 10,229 4,719,502 24.2 

３．投資その他の資産   

(1）投資有価証券  617,115 357,749 359,287 

(2) 関係会社社債  230,529 285,684 282,934 

(3) 敷金及び保証金  672,160 693,828 673,546 

(4) 繰延税金資産  887,847 566,520 779,103 

(5）その他  4,964 2,412,616 14.3 － 1,903,782 9.7 18 2,094,891 10.7

固定資産合計   7,885,179 46.8 7,093,041 36.0  7,065,229 36.2

資産合計   16,837,537 100.0 19,695,660 100.0  19,506,423 100.0
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前中間連結会計期間末 

平成 18 年 12 月 31 日現在 

当中間連結会計期間末 

平成 19 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 19 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   220,958 195,690  252,234

２．未払金   356,626 660,070  481,165

３．未払法人税等   311,653 629,123  797,251

４．前受金   2,498,733 3,070,042  3,363,986

５．繰延税金負債   5,029 5,300  10,169

６．賞与引当金   93,788 71,842  61,032

７．その他 ※２  406,057 459,723  553,621

流動負債合計   3,892,846 23.1 5,091,794 25.9  5,519,460 28.3

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債   17,219 2,734  5,469

２．長期未払金   256,311 244,859  246,717

固定負債合計   273,530 1.6 247,594 1.2  252,187 1.3

負債合計   4,166,376 24.7 5,339,388 27.1  5,771,648 29.6

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   3,270,974 19.5 3,270,974 16.6  3,270,974 16.8

２．資本剰余金   3,353,265 19.9 3,353,265 17.0  3,353,265 17.2

３．利益剰余金   5,929,307 35.2 7,571,129 38.5  6,971,415 35.7

４．自己株式   △327 △0.0 △421 △0.0  △327 △0.0

株主資本合計   12,553,219 74.6 14,194,947 72.1  13,595,326 69.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．為替換算調整勘定  5,566 0.0 － －  － －

評価・換算差額等合計  5,566 0.0 － －  － －

Ⅲ 少数株主持分   112,374 0.7 161,324 0.8  139,448 0.7

純資産合計   12,671,160 75.3 14,356,271 72.9  13,734,774 70.4

負債純資産合計   16,837,537 100.0 19,695,660 100.0  19,506,423 100.0
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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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19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18年７月１日 

至 平成19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  3,124,997 4,223,785 7,296,700 

２．保守サービス事業売上 

高 
 2,159,810 2,627,564 4,541,343 

３．サポートサービス事業 

売上高 
 1,138,531 1,646,343 2,426,862 

４．海外事業売上高  746 － 794 

５．SI 事業売上高  1,404,370 7,828,456 100.0 974,935 9,472,629 100.0 2,408,256 16,673,957 100.0

Ⅱ 売上原価    

１．プロダクト事業売上原 

価 
 1,070,953 1,563,109 2,679,571 

２．保守サービス事業売上 

原価 
 1,047,489 940,182 2,046,344 

３．サポートサービス事業 

売上原価 
 815,313 831,085 1,752,799 

４．海外事業売上原価  3,594 － 3,916 

５．SI 事業売上原価  1,255,904 4,193,255 53.6 958,788 4,293,166 45.3 2,061,213 8,543,845 51.3

売上総利益   3,635,200 46.4 5,179,462 54.7  8,130,112 48.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  287,449 343,642 578,145 

２．給料手当  641,662 779,451 1,372,323 

３．賞与  85,817 107,257 207,056 

４．法定福利費  92,909 116,799 197,081 

５．福利厚生費  110,409 98,210 127,321 

６．旅費交通費  88,407 119,199 193,670 

７．採用広告費  71,852 146,642 229,853 

８．インターンシップ費用  208,364 553,129 447,294 

９．広告宣伝費  144,961 227,155 229,873 

10．販売手数料  3,500 841 3,800 

11．賃借料  164,813 215,030 345,790 

12．減価償却費  73,503 24,453 46,203 

13．研究開発費  327,314 479,456 668,559 

14．賞与引当金繰入額  19,166 21,200 17,950 

15．のれん償却額  157,432 92,433 313,201 

16．その他  295,027 2,772,593 35.4 276,388 3,601,291 38.0 579,670 5,557,795 33.3

営業利益   862,607 11.0 1,578,170 16.7  2,572,317 15.4
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前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19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18年７月１日 

至 平成19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

（％）

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  4,640 12,238 11,780 

２．受取手数料  389 387 771 

３．持分法による投資利 

益 
 12,898 － 12,594 

４．為替差益  705 － 750 

５．雑収入  1,007 19,641 0.3 2,560 15,185 0.1 2,381 28,278 0.2

Ⅴ 営業外費用    

１．持分法による投資損 

失 
 － 13,988 － 

２．コミットメント 

フィー 
 3,528 3,780 6,465 

３．M&A 関連費用  3,406 19,965 17,652 

４．雑損失  2,184 9,119 0.1 740 38,475 0.4 2,066 26,184 0.2

経常利益   873,129 11.2 1,554,881 16.4  2,574,411 15.4

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  － － 299 

２．賞与引当金戻入益  － － 2,180 

３．投資有価証券売却益  － － － － －  － 315,264 317,743 1.9

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※２ 1,930 － 2,234 

２．固定資産除却損 ※３ 466 － 4,855 

３．関係会社株式売却損  － － 3,038 

４．のれん償却額  － － 126,865 

５．関係会社整理損  － 2,396 0.1 － － － 5,114 142,108 0.8

税金等調整前中間 

（当期）純利益 
  870,733 11.1 1,554,881 16.4  2,750,046 16.5

法人税、住民税及び 

事業税 
 288,797 603,811 1,071,311 

法人税等調整額  △65,249 223,548 2.9 215,250 819,062 8.7 △20,249 1,051,061 6.3

少数株主利益   12,879 0.1 1,875 0.0  22,571 0.1

中間（当期）純利益   634,306 8.1 733,943 7.7  1,676,413 10.1
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（3）中間連結株主資本等変動計算書 

前中間連結会計期間（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

 

当中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年12月31日）   （千円） 

株主資本 

 

資本金 
資本 

剰余金 

利益 

剰余金 

自己 

株式 

株主資本 

合計 

少数株

主持分

純資産 

合計 

平成19年６月30日 

残高 
3,270,974 3,353,265 6,971,415 △327 13,595,326 139,448 13,734,774 

中間連結会計期間 

中の変動額 
  

剰余金の配当  △134,228  △134,228 △134,228 

中間純利益  733,943 733,943 733,943 

自己株式の取得  △93 △93 △93 

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） 

 21,875 21,875 

当中間連結会計期 

間中の変動額合計 
－ － 599,714 △93 599,621 21,875 621,496 

平成19年12月31日 

残高 
3,270,974 3,353,265 7,571,129 △421 14,194,947 161,324 14,356,271 
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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18年７月１日 至 平成19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

連結会計年度中の 

変動額 
   

当期純利益  1,676,413 1,676,413   1,676,413

株主資本以外の項

目の連結会計年度

中の当期変動額 

（純額） 

 △3,364 △3,364 40,417 37,052

連結会計年度中の 

変動額合計 
－ － 1,676,413 － 1,676,413 △3,364 △3,364 40,417 1,713,465

平成19年６月30日 

残高 
3,270,974 3,353,265 6,971,415 △327 13,595,326 － － 139,448 13,734,774
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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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19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18年７月１日 

至 平成19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  870,733 1,554,881 2,750,046

減価償却費  60,950 74,393 130,059

固定資産売却損  1,930 － 2,234

固定資産除却損  466 － 4,855

投資有価証券売却益  － － △315,264

関係会社株式売却損  － － 3,038

関係会社整理損  － － 5,114

のれん償却額  157,432 92,433 440,067

持分法による投資利益  △12,898 － △12,594

持分法による投資損失  － 13,988 －

為替差益  △705 － △750

賞与引当金の増加額（△減少額）  △30,693 10,810 △63,450

貸倒引当金の増加額（△減少額）  63 70 △299

事業税外形標準課税  22,815 28,142 52,482

受取利息  △4,631 △12,238 △11,780

コミットメントフィー  3,528 3,780 6,465

M&A関連費用  3,406 19,965 17,652

売上債権の減少額（△増加額） 289,954 △203,651 △954,516

たな卸資産の減少額（△増加額）  27,156 △48,414 △64,872

販売目的のソフトウェアの減少額   

（△増加額） 
 △161,037 △282,329 60,757

その他流動資産の減少額（△増加額） 48,536 122,932 △86,829

買掛金の増加額（△減少額） 30,215 △56,543 61,490

未払金の増加額 89,816 170,733 223,027

前受金の増加額（△減少額） △196,409 △293,944 668,843

その他流動負債の増加額（△減少額） 41,338 △93,897 188,580

長期未払金の減少額  △13,800 △1,858 △23,393

小計  1,228,169 1,099,252 3,080,964

利息の受取額 2,266 9,469 6,816

コミットメントフィーの支払額 △872 △1,495 △6,301

法人税等の支払額 △351,765 △800,081 △678,257

営業活動によるキャッシュ・フロー 877,798 307,145 2,403,222
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前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19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18年７月１日 

至 平成19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 － 2,981

無形固定資産の売却による収入  － 50 －

有形固定資産の取得による支出  △20,551 △33,461 △67,645

無形固定資産の取得による支出  △36,770 △67,718 △75,655

投資有価証券の売却による収入  － － 797,838

連結の範囲の変更を伴う子会社株式

の売却による支出 
 － － △10,521

関係会社株式の取得による支出  △25,000 △12,450 △250,050

関係会社出資金の取得による支出  － － △0

関係会社社債の取得による支出  － － △49,980

M&A関連費用の支出  △3,060 △15,611 △17,652

敷金及び保証金の回収額  20,895 788 36,729

敷金及び保証金の支払額  △3,263 △21,976 △20,733

その他投資の取得による支出  △358 － △746

投資活動によるキャッシュ・フロー  △65,318 △150,379 344,563

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主への株式の発行による収入  － 20,000 23,400

自己株式の取得による支出  － △93 －

配当金の支払額  － △131,777 －

財務活動によるキャッシュ・フロー  － △111,871 23,400

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  3,371 － 6,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  815,850 44,893 2,777,493

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,924,047 7,701,217 4,924,047

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現 

金同等物の減少額 
 － － △322

Ⅷ 現金及び現金同等物の中間期末（期 

末）残高 
※１ 5,739,897 7,746,111 7,701,217
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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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

１．連結の範囲に関する事

項 

(1）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） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1）連結子会社の数 ６社 

連結子会社の名称  

株式会社ワークスプロダク

ツ 

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 

株式会社ワークスコマース

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1）連結子会社の数 ６社 

連結子会社の名称 

株式会社ワークスプロダク

ツ 

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） 

株式会社ワークスコマース

（平成19年４月に設立） 

なお、前連結会計年度にお

いて連結子会社であった株

式会社ワークスグローバル

サービスは当連結会計年度

において株式を全て売却し

たため、連結の範囲から除

いております。 

 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・アプリケー

ションサービス有限公司は

当連結会計年度において清

算手続きを開始したため、

連結および持分法適用の範

囲から除いております｡ 

 （2）主要な非連結子会社の名

称等 

当社は全ての子会社を連結し

ており、非連結子会社はありま

せん。 

 

（2）主要な非連結子会社の名

称等 

ワークスインフォ・アプリケ

ーションサービス有限公司は前

連結会計年度において事業を終

了し現在清算手続き中のため連

結の範囲から除いております。

（2）  ────── 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（1）持分法適用の関連会社数

３社

持分法適用関連会社の名称 

株式会社スリー・シー・

コンサルティング 

   株式会社ボールド 

株式会社レビックグロー

バル 

なお、平成19年４月に

株式会社レビックグロー

バルの株式の20.86％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19年６月30日

としており、当中間連結

会計期間より持分法を適

用しております。 

 

（1）持分法適用の関連会社数

２社

持分法適用関連会社の名称 

   株式会社スリー・シー・

コンサルティング 

株式会社ボールド 

平成19年４月に株式会

社ボールドの株式の33.41

％を第三者割当増資の引

受により取得し当連結会

計年度より持分法を適用

しております。 

なお、前連結会計年度

において持分法適用関連

会社であった株式会社ド

リーム・アーツは当連結

会計年度において株式を

全て売却したため、持分

法の適用範囲から除外し

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、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。 

（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、瑞為

客国際科技（北京）有限公司

および瑞為客科技（大連）有

限公司は、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。 

（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、瑞為

客国際科技（北京）有限公司

および瑞為客科技（大連）有

限公司は、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。 

   平成19年４月に株式会社レ

ビックグローバルの株式の

20.86％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19年６月30日

としているため、当連結会計

年度においては持分法を適用

しておりません。 

 （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）株式会社レビックグロー

バルは決算日が当社と異な

る10月決算であるため、同

社の決算に基づく財務諸表

を使用しております。 

（3）  ────── 
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項目 

前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

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の

末日は、中間連結決算日と一

致しております。 

 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の

末日は、中間連結決算日と一

致しております。 

 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   

 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 定率法 定率法 

（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 なお、主な耐用年数は以 なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 下のとおりであります。 下のとおりであります。  

建物     ３～15年 建物     ３～15年 建物     ３～15年 

 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品 

          ４～８年          ４～８年          ４～８年 

  （追加情報） 

当中間連結会計期間より、法

人税の改正に伴い、平成19年３

月31日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で

備忘価額との差額を均等償却す

る方法によっております。 

 当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

 

 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 

①市場販売目的のソフトウ

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 

    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

は主に残存有効期間（３

年）に基づく定額法 

    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 

②自社利用目的のソフトウ

ェア 

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 

同左 同左 

 (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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

────── ────── （固定資産の減価償却方法の変更） 

  当連結会計年度より、法人税の改正（

（所得税法等の一部を改正する法律 平

成19年３月30日 法律第６号）および（

法人税法施行令の一部を改正する政令 

平成19年３月30日 政令第83号））に伴

い、平成19年４月１日以降に取得した固

定資産については、改正後の法人税法に

規定する償却方法によっております。 

   これによる営業利益、経常利益および

税金等調整前当期純利益への影響は軽微

であります。 

 

表示方法の変更 

前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

（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18年12月31日現在 

当中間連結会計期間末 

平成19年12月31日現在 

前連結会計年度末 

平成19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 

                           370,554千円                            447,591千円                            409,742千円

※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 
5,000,000千円

 貸出コミットメントの 

総額 
5,000,000千円

 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 5,000,000   差引額 5,000,000 
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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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19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．     ────  １．     ──── 

※２．固定資産売却損の内容は次の通りで

あります。 

※２．     ──── ※２．固定資産売却損の内容は次の通りで

あります。 

 工具、器具及び備品 1,479 千円     工具、器具及び備品 1,689千円 

 その他 450      車両運搬具 479 

 計 1,930      ソフトウェア 65 

        計 2,234  

※３．固定資産除却損の内容は次の通りで

あります。 

※３．     ──── ※３．固定資産除却損の内容は次の通りで

あります。 

 工具、器具及び備品 466 千円     建物 3,768千円 

         工具、器具及び備品 1,086 

         計 4,855 

 

（中間連結株主資本等変動計算書関係） 

前中間連結会計期間（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。 

 

当中間連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19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 0.80 － 3.62

（注）普通株式の自己株式増加0.80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 

（1）配当金の支払 

決 議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり 

配当額（円） 
基準日 効力発生日 

平成 19 年９月 27 日 

定時株主総会 
普通株式 134,228 290.00 

平成 19 年 

６月 30 日 

平成 19 年 

９月 28 日 

（2）基準日が当中間連結会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間連結会計期間の末日後とな

るもの 

    該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19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 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 

（1）配当金の支払 

     該当事項はありません。 

（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決 議 株式の種類 
配当金の総額

（千円） 
配当の原資 

１株当たり 

配当額（円）
基準日 効力発生日 

平成19年９月27日 

定時株主総会 
普通株式 134,228 利益剰余金 290.00 

平成 19 年 

６月 30 日 

平成 19 年  

９月 28 日 
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（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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19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18年12月31日現在） （平成19年12月31日現在） （平成19年６月30日現在）

現金及び預金勘定 5,739,897 千円 現金及び預金勘定 7,746,111 千円 現金及び預金勘定 7,701,217 千円

現金及び現金同等物 5,739,897  現金及び現金同等物 7,746,111  現金及び現金同等物 7,701,217  
 
 

（リース取引関係） 

  リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略いたします。 

 

（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末 

平成 18 年 12 月 31 日現在 

当中間連結会計期間末 

平成 19 年 12 月 31 日現在 

前連結会計年度末 

平成 19 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 

230,529 千円      285,684 千円 282,934 千円

(2) 非上場株式 (2) 非上場株式 (2) 非上場株式 

617,115 千円 357,749 千円 359,287 千円

 

（デリバティブ取引関係） 

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

 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（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 当社および連結子会社は、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 18 年７月１日 至 平成 19 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。 

 

（ストック・オプション等関係） 

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

 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 当中間連結会計期間に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

  当連結会計年度に付与したストック・オプションがないため、該当事項はありません。 

 

（企業結合等関係） 

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

 該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

 該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日） 

 該当事項はありません。



 ㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成 20 年６月期中間決算短信 

－26－ 

（セグメント情報） 

前中間連結会計期間（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 19 年７月１日 至 平成 19 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、本邦以外の国または地域に所在する連結子会社および重要な在外支店がない

ため、該当事項はありません。 

３．海外売上高 

  当中間連結会計期間において海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 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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（１株当たり情報） 
前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

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 

30,668.08 円

１株当たり中間純利益金額 

1,585.68 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 

29,372.55 円

１株当たり当期純利益金額 

3,621.87 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。 

 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および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 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 634,306 733,943 1,676,413 

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） 
634,306 733,943 1,676,413 

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

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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26,096個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,610個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,907個） 

１株当たり純資産額    

純資産の部の合計額（千円） 12,671,160 14,356,271 13,734,774 

純資産の合計額から控除する金額（千円） 112,374 161,324 139,448 

（うち少数株主持分） （112,374） (161,324) (139,448) 

普通株式に係る中間（期末）の純資産額 

（千円） 
12,558,786 14,194,947 13,595,326 

1 株当たり純資産額の算定に用いられた中

間（期末）の普通株式の数（株） 
462,858 462,857 462,858 

 

（重要な後発事象） 

前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

────── ────── 平成19年９月26日開催の当社取締役会

において、経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策の遂行のため、会社法

165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法156条の規定に基づく自己

株式の取得を決議いたしました。  
   

   取得する株式の種類 当社普通株式 

   取得する株式の総数 20,000株（上限）

   取得価額の総額 2,000,000千円 

（上限） 

   取得する期間 平成19年９月27日

から平成20年３月

31日まで 

   取得の方法     市場取引等 
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５．生産、受注および販売の状況 
(1)生産実績 

部門別 

前中間連結会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

プロダクト売上事業 1,070,953 千円 1,563,109 千円 2,679,571 千円

保守サービス売上事業 1,047,489 940,182 2,046,344 

サポートサービス売上事業 815,313 831,085 1,752,799 

海外売上事業 3,594 － 3,916 

SI 売上事業 1,255,904 958,788 2,061,213 

合計 4,193,255 4,293,166 8,543,845 

 （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18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間連結会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前連結会計年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

プロダクト売上事業 3,124,997 千円 4,223,785 千円 7,296,700 千円

保守サービス売上事業 2,159,810 2,627,564 4,541,343 

サポートサービス売上事業 1,138,531 1,646,343 2,426,862 

海外売上事業 746 － 794 

SI 売上事業 1,404,370 974,935 2,408,256 

合計 7,828,456 9,472,629 16,673,957 

 （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。 
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６．個別中間財務諸表等 

(1) 中間貸借対照表 

 
前中間会計期間末 

平成 18 年 12 月 31 日現在 

当中間会計期間末 

平成 19 年 12 月 31 日現在 

前事業年度の要約貸借対照表

平成 19 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  4,906,293 6,819,290 6,891,431 

２．売掛金  2,337,227 3,733,367 3,497,342 

３．繰延税金資産  65,762 122,039 138,946 

４．関係会社短期貸付

金 
 385,000 270,000 250,000 

５．その他  199,747 230,516 363,249 

流動資産合計   7,894,031 52.5 11,175,213 62.7  11,140,969 64.0

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 ※１   

(1）建物  108,149 99,127 100,038 

(2）工具器具及び備

品 
 102,088 105,907 101,057 

有形固定資産合計 210,238 205,034 201,095 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,484,203 2,615,214 2,291,064 

(2) その他  3,804 3,276 3,600 

無形固定資産合計 2,488,007 2,618,491 2,294,665 

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  27,000 － － 

(2）関係会社株式  2,762,900 2,155,973 2,063,523 

(3) 関係会社社債  230,529 285,684 282,934 

(4）関係会社出資金  102,100 － － 

(5) 関係会社長期貸

付金 
 650,000 500,000 575,000 

(6）敷金及び保証金  590,956 607,515 590,577 

(7) 繰延税金資産  90,234 264,714 264,783 

投資その他の資産

合計 
 4,453,720 3,813,887 3,776,818 

固定資産合計   7,151,966 47.5 6,637,413 37.3  6,272,579 36.0

資産合計   15,045,997 100.0 17,812,626 100.0  17,413,549 100.0
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前中間会計期間末 

平成 18 年 12 月 31 日現在 

当中間会計期間末 

平成 19 年 12 月 31 日現在 

前事業年度の要約貸借対照表

平成 19 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．未払金  273,590 533,124 363,086 

２．関係会社未払金  120,683 213,785 120,034 

３．前受金  2,445,771 2,975,353 3,307,639 

４．賞与引当金  71,000 61,000 57,000 

５．その他 ※２ 580,879 913,177 1,184,522 

流動負債合計   3,491,924 23.2 4,696,441 26.4  5,032,281 28.9

負債合計   3,491,924 23.2 4,696,441 26.4  5,032,281 28.9

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

 １．資本金   3,270,974 21.7 3,270,974 18.3  3,270,974 18.8

 ２．資本剰余金    

 （1）資本準備金  3,205,956 3,205,956 3,205,956 

資本剰余金合計   3,205,956 21.3 3,205,956 18.0  3,205,956 18.4

３． 利益剰余金    

（1）その他利益剰余金   

   特別償却準備金  1,753 278 556 

   繰越利益剰余金  5,075,717 6,639,398 5,904,108 

利益剰余金合計   5,077,470 33.8 6,639,676 37.3  5,904,665 33.9

４．自己株式   △327 △0.0 △421 △0.0  △327 △0.0

 株主資本合計   11,554,073 76.8 13,116,185 73.6  12,381,268 71.1

純資産合計   11,554,073 76.8 13,116,185 73.6  12,381,268 71.1

負債純資産合計   15,045,997 100.0 17,812,626 100.0  17,413,549 100.0
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(2）中間損益計算書 

  

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度の要約損益計算書

自 平成18年７月１日 

至 平成19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   5,765,742 100.0 7,668,640 100.0  12,955,426 100.0

Ⅱ 売上原価   2,813,454 48.8 3,184,652 41.5  6,068,607 46.8

売上総利益   2,952,287 51.2 4,483,987 58.5  6,886,819 53.2

Ⅲ 販売費及び一般管

理費 
  2,177,771 37.8 3,050,605 39.8  4,437,260 34.3

営業利益   774,516 13.4 1,433,382 18.7  2,449,558 18.9

Ⅳ 営業外収益 ※１  29,500 0.5 30,430 0.4  60,806 0.5

Ⅴ 営業外費用 ※２  7,435 0.1 24,446 0.3  26,018 0.2

経常利益   796,581 13.8 1,439,366 18.8  2,484,346 19.2

Ⅵ 特別利益   － － － －  430,557 3.3

Ⅶ 特別損失   － － － －  771,322 6.0

税引前中間（当

期）純利益 
  796,581 13.8 1,439,366 18.8  2,143,582 16.5

法人税、住民税

及び事業税 
 282,832 553,150 1,050,370 

法人税等調整額  20,057 302,889 5.2 16,975 570,126 7.5 △227,675 822,695 6.3

中間（当期）純

利益 
  493,691 8.6 869,239 11.3  1,320,886 10.2
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(3) 中間株主資本等変動計算書 

前中間会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日）            （千円） 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己

株式
株主資本合計 

純資産合計

平成18年６月30日 

残高 
3,270,974 3,205,956 2,949 4,580,829 4,583,778 △327 11,060,381 11,060,381

中間会計期間中の 

変動額 
   

中間純利益   493,691 493,691 493,691 493,691

特別償却準備金 

の取崩 
  △1,196 1,196 － － －

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － △1,196 494,888 493,691 － 493,691 493,691

平成18年12月31日 

残高 
3,270,974 3,205,956 1,753 5,075,717 5,077,470 △327 11,554,073 11,554,073

 
 

当中間会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日）            （千円） 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己

株式
株主資本合計 

純資産合計

平成19年６月30日 

残高 
3,270,974 3,205,956 556 5,904,108 5,904,665 △327 12,381,268 12,381,268

中間会計期間中の 

変動額 
   

剰余金の配当   △134,228 △134,228 △134,228 △134,228

中間純利益   869,239 869,239 869,239 869,239

特別償却準備金 

の取崩 
  △278 278 － － －

自己株式の取得   △93 △93 △93

中間会計期間中の 

変動額合計 
－ － △278 735,289 735,011 △93 734,917 734,917

平成19年12月31日 

残高 
3,270,974 3,205,956 278 6,639,398 6,639,676 △421 13,116,185 13,116,185
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前事業年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日）                 （千円） 

株主資本 

資本 

剰余金 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 

資本準備金 
特別償却

準備金 

繰越利益

剰余金 

利益剰余金

合計 

自己

株式
株主資本合計 

純資産合計

平成18年６月30日 

残高 
3,270,974 3,205,956 2,949 4,580,829 4,583,778 △327 11,060,381 11,060,381

事業年度中の変動 

額 
   

当期純利益   1,320,886 1,320,886 1,320,886 1,320,886

特別償却準備金 

の取崩 
  △2,392 2,392 － － －

事業年度中の変動 

額合計 
－ － △2,392 1,323,279 1,320,886 － 1,320,886 1,320,886

平成19年６月30日 

残高 
3,270,974 3,205,956 556 5,904,108 5,904,665 △327 12,381,268 12,381,268
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項） 

項目 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

１．有価証券の評価基準

および評価方法 

(1) 子会社および関連会社株式

移動平均法による原価法 

(1) 子会社および関連会社株式

同左 

(1) 子会社および関連会社株式

同左 

(2) 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 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

(2) その他有価証券 

時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却 

の方法 

(1) 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 

(1) 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 

(1) 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 

 （追加情報） 

当中間会計期間より、法人税

の改正に伴い、平成 19 年３月

31 日以前に取得したものにつ

いては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で

備忘価額との差額を均等償却す

る方法によっております。 

当該変更に伴う損益に与える

影響は軽微であります。 

 

(2) 無形固定資産 

①ソフトウェア 

市場販売目的のソフトウェア

は見込販売数量に基づく方法に

より、また自社利用目的のソフ

トウェアは社内における利用可

能期間（５年）に基づく定額法

(2) 無形固定資産 

① ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

(2) 無形固定資産 

① ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

②商標権 

定額法 

なお、償却年数は 10 年で

あります。 

② 商標権 

同左 

② 商標権 

同左 

３．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

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。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

(1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充て

るため、賞与支給見込額の当

中間会計期間負担額を計上し

ております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

(2) 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。 

４．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 

５．その他中間財務諸表 

（財務諸表）作成の 

ための基本となる重 

要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理 

同左 

消費税等の会計処理 

同左 
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（中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更） 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

――――― ――――― （固定資産の減価償却方法の変更） 

当事業年度より、法人税法の改正

（（所得税法等の一部を改正する法律

平成 19 年３月 30 日 法律第６号）お

よび（法人税法施行令の一部を改正す

る政令 平成 19 年３月 30 日 政令第

83 号））に伴い、平成 19 年４月１日

以降に取得した固定資産については、

改正後の法人税法に規定する償却方法

によっております。 

これによる営業利益、経常利益およ

び税引前当期純利益への影響は軽微で

あります。 
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

前中間会計期間末 

平成18年12月31日現在 

当中間会計期間末 

平成19年12月31日現在 

前事業年度末 

平成19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 

295,353千円 357,725千円 326,964千円 

※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、相殺のうえ、金額的重要性が乏 

しいため、流動負債の「その他」に 

含めて表示しております。 

同左  

３．貸出コミットメント契約 ３．貸出コミットメント契約 ３．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期末

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期末

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期末の借

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 
5,000,000 千円  

貸出コミットメント 

の総額 
5,000,000 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 5,000,000   差引額 5,000,000  

 

（中間損益計算書関係） 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの ※１．営業外収益のうち重要なもの 

受取利息 14,415千円 受取利息 19,251千円 受取利息 29,758千円

経営指導料 15,000千円 経営指導料 9,540千円 経営指導料 30,000千円

※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの ※２．営業外費用のうち重要なもの 

ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 3,528千円 ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 3,780千円 ｺﾐｯﾄﾒﾝﾄﾌｨｰ 6,465千円

M&A関連費用 3,406千円 M&A関連費用 19,965千円 M&A関連費用 17,652千円

３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額  ３．減価償却実施額 

有形固定資産 28,587千円 有形固定資産 31,402千円 有形固定資産 62,254千円

無形固定資産 964,718千円 無形固定資産 976,633千円 無形固定資産 2,185,485千円

 ４．当中間会計期間に係る納付税額お

よび法人税等調整額は、当期におい

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会計期間に

係る金額を計算しております。 

 ４．       ――――  ４．       ―――― 
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（中間株主資本等変動計算書関係）  

前中間会計期間（自 平成 18 年７月１日 至 平成 18 年 12 月 31 日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

自己株式     

 普通株式  2.82 － － 2.82

 

当中間会計期間（自 平成 19 年７月１日 至 平成 19 年 12 月 31 日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当中間会計期間増加 

株式数（株） 

当中間会計期間減少 

株式数（株） 

当中間会計期間末 

株式数（株） 

自己株式     

 普通株式  2.82 0.80 － 3.62

（注）普通株式の自己株式増加 0.80 株は、全て端株の買取による増加であります。 

 

前事業年度（自 平成 18 年７月１日 至 平成 19 年６月 30 日）  

自己株式の種類および株式数に関する事項 

 前事業年度末株式数 

（株） 

当事業年度増加 

株式数（株） 

当事業年度減少 

株式数（株） 

当事業年度末 

株式数（株） 

自己株式     

 普通株式  2.82 － － 2.82

 

 

（リース取引関係） 

  リース取引に関する注記事項については、中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため、

開示を省略いたします。 

 

（有価証券関係） 

前中間会計期間末 

平成 18 年 12 月 31 日現在 

当中間会計期間末 

平成 19 年 12 月 31 日現在 

前事業年度末 

平成 19 年６月 30 日現在 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 子会社および関連会社株式で時価のあ

るものはありません。 

 

（1株当たり情報） 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

１株当たり純資産額   24,962.45 円 

１株当たり中間純利益金額 1,066.62 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ていないため

記載しておりません。  

１株当たり純資産額   28,337.42 円 

１株当たり中間純利益金額 1,877.98 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ていないため

記載しておりません。 

１株当たり純資産額   26,749.59 円

１株当たり当期純利益金額 2,853.76 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ていないため

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。 

 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

１株当たり中間（当期）純利益金額    

中間（当期）純利益（千円） 493,691 869,239 1,320,886 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（当期）純利益 

（千円） 
493,691 869,239 1,320,886 

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

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり中間（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 26,096 個）

新株予約権４種（新株 

予約権の数 25,610 個） 

新株予約権４種（新株

予約権の数 25,907 個）

１株当たり純資産額    

純資産の部の合計額（千円） 11,554,073 13,116,185 12,381,268 

純資産の合計額から控除する金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間（期末）の純資産額 

（千円） 
11,554,073 13,116,185 12,381,268 

１株当たり純資産額の算定に用いられた中

間（期末）の普通株式の数（株） 
462,858 462,857 462,858 

 

（重要な後発事象） 

前中間会計期間 

自 平成18年７月１日 

至 平成18年12月31日 

当中間会計期間 

自 平成19年７月１日 

至 平成19年12月31日 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

────── ──────     平成19年９月26日開催の当社取締役

会において、経営環境の変化に対応し

た機動的な資本政策の遂行のため、会

社法165条第３項の規定により読み替え

て適用される同法156条の規定に基づく

自己株式の取得を決議いたしました。 
   

   取得する株式の種類 当社普通株式 

   取得する株式の総数 20,000株（上限）

   取得価額の総額 2,000,000千円 

（上限） 

   取得する期間 平成19年９月27日か

ら平成20年３月31日

まで 

   取得の方法     市場取引等 

 


