
 
平成 20 年３月 14 日 

各 位 

会 社 名  株式会社ワークスアプリケーションズ 

代 表 者 名  代表取締役最高経営責任者 牧野 正幸 

                  （JASDAQ ・ コード４３２９） 

問い合せ先  管理本部マネージャー 青木 勇二郎 

            電 話   ０３－６２２９－１２００            

 

 
（訂正）「平成 19 年６月期中間決算短信」「平成 19 年６月期決算短信」 

 「平成 20 年６月期中間決算短信」の一部訂正について 
 

平成19年１月30日付で公表いたしました「平成19年６月期中間決算短信」および平成19年７月

30日付で公表いたしました「平成19年６月期決算短信」ならびに平成20年１月30日付で公表いた

しました「平成20年６月期中間決算短信」の一部につき誤りがありましたので、下記の通り訂正

いたします。 

訂正内容は、潜在株式調整後１株当たり当期（中間）純利益金額の算定上の基礎となる新株予

約権の個数でありますが、いずれも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

（中間）純利益金額の訂正はありません｡ 

なお、訂正箇所につきましては、訂正前と訂正後をそれぞれ添付し、下線を付して表示してお

ります。 

 

記 
 
訂正箇所 
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４．中間連結財務諸表等 

（１株当たり情報） 
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 

＜訂正前＞ 

（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 

（略） 

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） 

（略） 

 



＜訂正後＞ 

（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 

（略） 

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26,078個） 

新株予約権４種（新株

予約権の数26,263個） 

（略） 
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６．個別中間財務諸表等 

（１株当たり情報） 
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 

 

＜訂正前＞  

（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 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

（略） 

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） 

（略） 

 

＜訂正後＞ 

（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 

当中間会計期間 
自 平成18年７月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

（略） 

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26,078個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数26,263個） 

（略） 
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４．連結財務諸表等  

（１株当たり情報） 
１株当たり当期純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の算定上の基礎 

＜訂正前＞ 

（注）１株当たり当期純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17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

（略） 

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26,263個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,907個） 

（略） 

＜訂正後＞ 

（注）１株当たり当期純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17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

当連結会計年度 
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

（略） 

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26,263個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,889個） 

（略） 

 

50ページ  

６．個別財務諸表等 

（１株当たり情報） 
１株当たり当期純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の算定上の基礎 

＜訂正前＞  

（注）１株当たり当期純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の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
 第10期 

自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

第11期 
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

（略） 

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26,263個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,907個） 

（略） 

＜訂正後＞ 

（注）１株当たり当期純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の算定上の基礎は、以下のとお

りであります。 
 第10期 

自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日 

第11期 
自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日 

（略） 

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26,263個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,889個） 

（略） 
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４．中間連結財務諸表等 

（１株当たり情報） 
１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎 

＜訂正前＞  

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）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 

（略） 

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） 

（略） 

＜訂正後＞ 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）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 

（略） 

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26,078個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,592個） 

新株予約権４種（新株 

予約権の数25,889個） 

（略） 
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６．個別中間財務諸表等 

（１株当たり情報） 
１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）純資産額の算定上の基礎 

＜訂正前＞  

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）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 

（略） 

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）

（略） 

 



＜訂正後＞ 

（注）１株当たり中間（当期）純利益金額および１株当たり中間（当期）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 

（略） 

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 26,078 個）

新株予約権４種（新株 

予約権の数 25,592 個）

新株予約権４種（新株 

予約権の数 25,889 個）

（略） 

 
 
 

以 上 


