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有価証券報告書提出予定日   平成20年９月24日 
（百万円未満切捨） 

１．平成２０年６月期の連結業績（平成19年７月１日～平成20年６月30日） 

(1) 連結経営成績                                                                    （％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 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

百万円   ％ 

20,140  (20.8) 

16,673  (17.7) 

百万円   ％

3,450  (34.1) 

2,572  (81.8) 

百万円   ％

3,437  (33.5) 

2,574  (89.6) 

百万円   ％

1,997    (19.2) 

1,676   (117.9) 
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

    円    銭 

 4,318  38 

 3,621 87 

    円    銭 

0     0 

0     0 

％

 13.8 

 13.1 

％ 

 16.4 

 14.4 

％

 17.1 

 15.4 

(参考)  持分法投資損益 20年６月期 △6百万円 19年６月期 12百万円 

(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 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

百万円 

22,505 

19,506 

百万円

15,528 

13,734 

％ 

             68.3 

             69.7 

円   銭

 33,273 10 

 29,372 55 

(参考)  自己資本 20年６月期 15,381百万円 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

 

２０年６月期 
１９年６月期 

百万円 

2,946 

2,403 

百万円

△ 718 

344 

百万円 

△189 

23 

百万円

9,740 

7,701 

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第２四半期末 期末 年間 

配当金総額

(年間) 

配当性向 

（連結） 

純資産配当率

（連結） 

         円    銭        円    銭        円    銭 百万円           ％ ％

１９年６月期 
２０年６月期 

0  0 

0  0 

290   0 

430   0 

290   0 

430   0 

134 

198 

   8.0 

9.9 

   1.1 

   1.4 

２１年６月期（予想）（注） 0  0 395   0 395   0  8.8  

(注)21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。 

 

３．平成２１年６月期の連結業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期は対前年第２四半期増減率） 

 

 
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２四半期連結累計期間 

百万円  ％ 

 11,040 （16.5） 
百万円  ％ 

1,330（△15.7）
百万円    ％ 

1,310（△15.7）
百万円  ％ 

730（△0.5） 
  円   銭 

1,579  16 

通   期  23,390 （16.2） 3,490   （1.2） 3,450  （0.4） 2,080  （4.1） 4,499  51 
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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）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（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） 20年６月期  462,877株  19年６月期  462,861株 

② 期末自己株式数           20年６月期      604株  19年６月期        2 株 

（注）端株を含めた期末自己株式数は、20年６月期604.70株、19年６月期2.82株であります。 

なお、１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33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２０年６月期の個別業績（平成19年７月１日～平成20年６月30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 当期純利益 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

百万円   ％ 

 16,551   (27.8) 

 12,955  (25.1) 

百万円   ％

 3,258  (33.0) 

 2,449  (62.2) 

百万円   ％

3,282  (32.1)  

2,484  (62.9) 

百万円   ％

1,968  (49.0) 

1,320  (63.7) 
 

 
１株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

円    銭 

4,255  01 

2,853  76 

     円    銭 

      0     0 

      0     0 
 
(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 

 

２０年６月期 
１９年６月期 

      百万円 

20,403 

17,413 

百万円 

14,137 

12,381 

％ 

69.3 

71.1 

円   銭 

30,583  40 

26,749  59 
(参考)  自己資本     20年６月期 14,137百万円    19年６月期 12,381百万円 
 
 
２. 平成２１年６月期の個別業績予想（平成20年７月１日～平成21年６月30日） 
 （％表示は、通期は対前期、第２四半期は対前年第２四半期増減率） 

 

 
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2四半期累計期間 

百万円  ％ 

 9,050 （18.0） 

百万円  ％ 

1,190（△17.0）

 百万円   ％ 

1,190（△17.3）

百万円  ％ 

720 （△17.2） 

円   銭 

1,557  52 

通   期 19,130 （15.6） 3,060（△ 6.1） 3,060（△ 6.8） 1,830 （△ 7.0） 3,958  71 

 

 
 

※ 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 

①当連結会計年度における経営成績 

当連結会計年度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）の破綻問題に端を発した証券市場の混乱、さらにはエネルギー・原材料価格の高騰等の影響も受

け、景気の減速感を増している状況にあります。 

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れば、平成19年度の売上高合

計は前期比2.7％増であり、そのうちシステムインテグレーション（SI）を含む受注ソフトウェアは1.3％増、ソ

フトウェアプロダクトは7.3％増（ゲームソフト6.0％増）となりました。これは、金融機関および官公庁のIT投

資拡大と、新型ゲーム機向けゲームソフト売上の好調を受けた結果と見られております。しかし、平成20年４～

６月期の情報サービス業売上高全体の予測DIは、14.8ポイントと前期に比べプラス幅を縮小、ソフトウェアプロ

ダクトにおいても「官公庁・団体」向け売上がマイナスに転じるなどの影響からプラス幅を縮小しております。 

こうした経済状況にあって、当社パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」は、日本の大手企業の業

務に適合する業務網羅性を有しており、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、企業規模や業種を問わず数

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「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」の持つ優位性が、数多くの企業への導入を実現させ当連結会計年度においても新規導入が続きました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は20,140百万円（前年同期比20.8％増）となりました。利益面では、研究

開発費を859百万円、インターンシップ費用を982百万円計上し、営業利益は3,450百万円（同34.1％増）、経常

利益は3,437百万円（同33.5％増）、当期純利益は1,997百万円（同19.2％増）となりました。 

売上高を事業部門別に説明いたしますと、次のとおりであります。  

  （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、当連結会計年度には新たに98社（累計667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77社（累計367社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就

労・プロジェクト管理68社（累計287社）が新規導入され、当連結会計年度において正式出荷を開始した「ＣＯ

ＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマネジメント）は１社（累計１社）に導入されており

ます。これら４製品からなるHR シリーズの新規導入社数は244社（前年同期214社）となりました。 

一方で、HRシリーズと並ぶ当社の主力製品として定着しつつある「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズの当連結

会計年度における新規導入社数は76社（前年同期62社）となりました。製品別では、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

Financial Management（フィナンシャルマネジメント）は21社（累計65社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business 

Management（ビジネスマネジメント）は21社（累計59社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセッ

トマネジメント）は22社（累計50社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は

８社（累計21社）に新規導入され、当連結会計年度において正式出荷を開始した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Purchase 

Management（パーチェスマネジメント）は４社（累計４社）へ導入されております。 

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、当連結会計年

度において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM が２社(累計４社)、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales が２社（累計３

社）に新規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）の

新規導入は10社（累計27社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management （ラーニングマネジメント）は13社

（累計33社）に新規導入されております。 

この結果、プロダクト事業売上高は9,259百万円（前年同期比26.9％増）となり、売上総利益5,699百万円、売

上高総利益率61.6％を計上いたしました。 

  （保守サービス売上事業部門） 

当社では全ての「ＣＯＭＰＡＮＹ®」導入企業と保守契約を結び、毎年一定の保守料金をいただいております。

順調に累計導入企業数の厚みが増してきていることから、すでに安定的かつ強固な収益基盤になりつつあります。

保守サービス売上事業部門の売上高は5,571百万円（前年同期比22.7％増）、売上総利益は3,570百万円、売上高

総利益率は64.1％となっております。今後も保守サービス売上部門は、プロダクト売上事業部門における新規導

入により継続的に拡大していきます。 
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（サポートサービス売上事業部門） 

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

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

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの導入社数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合計では、売上高3,488百万円（前年同期比43.8％増）、売上総利

益1,565百万円、売上高総利益率44.9％を計上いたしました。 

  （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０百万円でとどまっております。現在は、経費を 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。 

  （SI売上事業部門） 

SI売上事業部門の売上高は1,820百万円（前年同期比24.4％減）、売上総利益は114百万円、売上高総利益率は

6.3％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、当連結会計年

度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。 

 

②平成21年６月期の業績見通し 

今後の経済情勢につきましては、エネルギー・原材料価格の高騰による物価上昇が進行する中、景気停滞が続

き、いわゆるスタグフレーションの状況に陥る懸念もあり、引き続き予断を許さない状況が続いております。 

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

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

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

し求められております。 

このような状況下、当社グループにおきましては、11ページに記載の「中期的な経営戦略」に基づき当社基幹

業務パッケージソフトウェア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを核とし、顧客の情報投資における費用対効果

（ROI）の向上に貢献すべく、多様な製品、サービスを提供してまいります。 

平成21年６月期においては、収益面では、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」HRシリーズと「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シ

リーズが引き続き当社の主力製品として収益に貢献するものと見込んでおります。また、当社の安定した収益基

盤である保守サービス売上高につきましては、顧客数の増加に伴いさらに増加する見込みとなっております。一

方、費用面では、12ページに記載の「会社の対処すべき課題」のとおり、当社の求める「クリティカルワー

カー」とよばれる優秀な人材を確保するために、採用関連費用を増大させる見込みであります。 

これにより、平成21年６月期の見込みといたしましては、連結ベースでは、売上高23,390百万円、営業利益

3,490百万円、経常利益3,450百万円、当期純利益2,080百万円を予想しております。 

なお、平成21年６月期においてサポートサービス事業全体の効率化を図るため、当社個別のサポートサービス

事業の一部を連結子会社に移管することにより当社個別の売上高・利益の減少を見込んでいるため、個別ベース

では、売上高19,130百万円、営業利益3,060百万円、経常利益3,060百万円、当期純利益1,830百万円を予想して

おります。 

 

平成21年６月期 

見通し 

売上高 

（百万円）

営業利益 

（百万円）

経常利益 

（百万円）

当期純利益 

（百万円）

１株当たり当期 

  純利益 （円）

通   期 連結 23,390 3,490 3,450 2,080 4,499.51

 個別 19,130 3,060 3,060 1,830 3,958.71

第２四半期 

連結累計期間 
連結 11,040 1,330 1,310 730 1,579.16

 個別 9,050 1,190 1,190 720 1,577.52
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参考情報 中期経営計画 

当連結会計年度の実績を踏まえ、中期経営計画を更新いたしました。中期経営計画は「ＣＯＭＰＡＮＹ®」HR

シリーズおよび「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズの成長を核として策定しており、新製品および新規サービス

の売上は折込んでおりません。 

 

 
売上高 

（百万円）

経常利益 

（百万円）

平成21年６月期（連結） 23,390 3,450 

平成22年６月期（連結） 26,150 4,000 

平成23年６月期（連結） 29,250 4,640 

平成24年６月期（連結） 32,550 5,400 

 

(2) 財政状態に関する分析 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より2,039百

万円増加し、当連結会計年度末には9,740百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において営業活動の結果得られた資金は、2,946百万円となりました。これは主に、税金等

調整前当期純利益3,429百万円の計上と、法人税等の支払1,397百万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） 

当連結会計年度において投資活動の結果使用した資金は、718百万円となりました。これは主に、人員増加

に伴う本社増床や新事業所開設などによる敷金及び保証金の取得による支出が244百万円となったこと、自社

利用ソフトウェアの構築等に係る無形固定資産の取得による支出が152百万円となったこと等によるものであ

ります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は、189百万円となりました。これは主に、前連結会

計年度より剰余金の分配を開始したため、当連結会計年度において配当金の支払額が132百万円となったこと、

および自己株式の取得による支出が79百万円となったこと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 

自己資本比率（％） 73.1 69.7 68.3 

時価ベースの自己資本比率（％） 182.4 192.2 275.2 

債務償還年数（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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

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

ております。なお、平成18年６月期および平成19年６月期、平成20年６月期末現在、有利子負債はありま

せん。 

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

よるキャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。 

 

(3) 利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当 

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。 
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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。 

上記に基づき、当期の期末配当金は、１株につき普通配当金430円とさせていただきたいと存じます。これに

よる配当性向は、当社個別当期純利益に対し10.1％となります。 

なお、次期の配当金につきましても当連結会計年度と同様に、当社個別の当期純利益を基準とした配当性向

10％程度の期末配当金を行う方針であります。４ページに記載の個別当期純利益見通しによった場合、次期配

当金総額は183百万円程度となります。 

 

(4) 事業等のリスク 

当社グループにおいて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項は以下に記載するとおりであ

ります。 

①経営者への依存について 

当社は、管理部門の責任者である当社代表取締役 高経営責任者牧野正幸、営業部門の責任者である当社代表

取締役 高執行責任者阿部孝司、製品企画開発部門の責任者である当社代表取締役 高技術責任者石川芳郎の３

名が各業務をそれぞれ担当しており、当社の経営の重要な部分をこれら３名に依存しております。従って、仮に

これら３名の誰かが退職するような事態になった場合、当社の業務に重要な支障を与える可能性があります。 

 

②知的財産権について 

当社は、現時点において第三者より知的財産権に関する侵害訴訟等を提訴されたり、そのような通知を受け

とっておりません。しかし、将来、当社の事業活動に関連して第三者が知的財産権の侵害を主張する可能性がな

いとはいえません。当社の属する市場が大きくなり、事業活動が複雑多様化するにつれ、競合も進み、知的財産

権をめぐる紛争が発生する可能性があります。 

 

③今後の事業展開について 

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とを通じて、顧客

の情報システム投資を効率化してまいります。11ページの「中期的な経営戦略」に記載した四つの軸に基づき事

業を展開してまいります。 

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、グループ企業との連携を強化することで中期計画を推進してまい

ります。また、新分野に対して有益な製品またはサービスを供給できる企業への投資、M&Aまたは業務提携等を

併用することで、機をとらえた迅速な事業展開に注力してまいります。なお、資金使途を経常運転資金のみなら

ずM&A資金にまで拡大したコミットメントライン（特定融資枠）を5,000百万円確保し、機動的な資金調達を担保

しております。 

今後の事業展開に関しては、事業計画を十分に検討したうえ実行の判断を行うこととしておりますが、事業計

画立案時には予期できない事情等により、新規展開を行った事業が当社の期待どおりに成長する保証はありませ

ん。従って、そのような場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

④M&A等の投資について 

当社グループは、後述する中期的な経営戦略に基づき、M&Aや資本提携といった投資を行ってまいります。投

資により関係会社となった場合は、連結財務諸表規則に従い、連結決算に取り込んでいきます。 

連結決算では、連結子会社の資産・負債や売上高、原価・経費等を内部取引の相殺等を行いつつ合算していき

ます。また持分法適用関連会社の損益は、当社の所有持分に応じて、営業外損益に加算されます。従って、関係

会社の財政および業績の動向は、当社グループの財政および動向に影響を与えます。 

当連結会計年度における当社グループの売上高は20,140百万円、経常利益は3,437百万円、当期純利益は  

1,997百万円であり、当社個別の売上高は16,551百万円、経常利益は3,282百万円、当期純利益は1,968百万円で

あります。 
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連結子会社の取得に当たり、支配獲得時点での子会社純資産と子会社株式の取得額の差額は、のれんとして連

結貸借対照表に計上されます。のれんは、連結対象会社毎にその超過収益力の効果の発現する期間にわたって均

等償却を行う必要があります。また、連結対象会社の業績が大幅に悪化し将来の期間にわたって損失が発生する

状態が続くと予想される場合には、減損会計により相当の減額を行う必要が生じ、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

当連結会計年度においては、のれんは主として５年または20年間を償却期間としており、その期末残高は  

2,099百万円であります。 

 

⑤人材の確保について 

当社グループが成長を続けていくために不可欠な要素の一つが、優秀な人材の確保であります。 

当社の基幹業務パッケージソフトウェア製品事業に関しては、開発力は開発要員を源泉となすことから、その

採用状況は「ＣＯＭＰＡＮＹ®」の新製品開発の速度や、製品の持つ機能の深さに影響します。プロダクト売上

事業部門の売上は、国内大手企業への新規売上で構成されることから、その営業力は営業要員に左右されます。

また、コンサルティング要員が不足した場合、新規受注の抑制要因となります。 

このような状況下で、当社は通常の中途採用に加え、以下の独自の採用手法をとっております。 

１）「問題解決能力発掘インターンシップ」(新卒者対象) 

学生を対象とした「問題解決能力発掘インターンシップ」はモノやサービスを創造するインターンシップ

「Creative Mission」（クリエイティブミッション）とマーケティング＆セールスの観点から戦略立案力や

実行力にフォーカスしたインターンシップ「Marketing Mission」（マーケティングミッション）からなっ

ており、当社の新卒採用者は全て同制度の参加者であります。当社のインターンシップは、いわゆる就業体

験ではなく、今までにない新しい価値を生み出す問題解決能力があるかどうかを１ヶ月プログラムを通じ自

分自身で見極める、極めて実践的な内容となっており、成績優秀者には３～５年間当社の入社試験を免除す

る「内定パス」を付与することで、他社へ新卒入社後であっても当社へ転職することを可能としております。

なお、本インターンシップは「09卒学生が選んだ！オススメインターンシップランキング2007」(ジョブ

ウェブキャリア研究所)において１位に選出されております。 

２）「問題解決能力発掘プログラム」(社会人経験者対象) 

「問題解決能力発掘プログラム」は、未経験者を対象とした、研究開発エンジニアおよびコンサルティン

グ要員の中途採用手法であります。同制度では、ソフトウェア業界の未経験者を文系、理系の別なく選抜し、

５ヶ月間にわたり通常業務を一切行わずに「考えること」に集中した研修を行うことで、本配属時には専門

学校３年分に加え、実務経験１年分に匹敵する力を身につけさせます。 

３）「社会人インターンシップ」(他社就業中の社会人対象) 

「社会人インターンシップ」は他社就業中かつソフトウェア開発実務未経験の社会人を対象としたもので、

夜間や休日を利用し、演習を中心としたプログラムを通じ研究開発エンジニアやコンサルタントという仕事

に対するポテンシャルを試し、転職後の、適性や能力のミスマッチを防ぐことができます。なお、新卒者向

け「問題解決能力発掘インターンシップ」と同様に、成績優秀者には３年間有効な「入社パス」を発行し、 

本人にとって一番良いタイミングでの入社が可能となっております。 

当社は、これらの施策を通じて優秀な人材を確保すべく努めてまいりますが、その状況によっては業績に

影響を与える場合があります。 

 

⑥情報の管理について 
当社は、人事・給与や会計などの基幹業務に携わるパッケージソフトウェア製品の販売に伴い、顧客に対して

製品導入コンサルティング、保守および各種サポートサービスなどを提供しております。各種サービス提供時に

は、顧客より個人情報、会計情報や社内制度に関する情報などの開示を受けることとなりますが、こうした重要

な機密情報を外部に漏洩・流出させる事態になった場合、多額の損害賠償請求を受け、また市場での信用を著し

く低下させる可能性があります。 

当社においては、代表取締役を責任者とした部門横断的な人員構成による情報セキュリティ委員会を設置し、

顧客情報その他当社の保有する情報の管理を適正に行うための施策を検討、推進しております。
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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６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。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（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。 

サポートサービス事業 

海外事業 

ＳＩ事業 
 

◎株式会社ワークスソリューショ
ンズ 

保守サービス事業 

   
◎株式会社ワークスプロダクツ 

プロダクト事業 
 

                     

 

 

 

 

 

 

ＨＲ関連 

会計関連 

その他（ＳＭＥ含む） 

 

 

    
◎株式会社ワークスプロダクツ 

◎株式会社ワークスコマース 

ＢＰＯ事業 

◎株式会社ワークスソリューショ
ンズ 

○株式会社スリー・シー・コンサ
ルティング

教育＆コンサルティング 

プロダクトサポート 

◎エイアイエムコンサルティング
株式会社 

◎株式会社ワークスシステムズ 

◎アリエル・ネットワーク株式会
社 

◎株式会社ワークスプロダクツ 

○株式会社レビックグローバル 

○株式会社ボールド 

当 
 
 
 
 

社 
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（関係会社の状況） 

名称 住所 
資本金 

(百万円)

主要な事 

業の内容 

議決権の所有 

割合（％） 
関係内容 

（連結子会社） 

（株）ワークスプロダクツ 

 

 

東京都 

台東区 
25

ソフトウェア

開発、販売、

保守 

100.00

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任３名 

（連結子会社） 

エイアイエムコンサルティ

ング（株） 

 

東京都 

港区 
25

会計、経営コ

ンサルタント

業務 

66.74

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任２名 

（連結子会社） 

（株）ワークスソリュー

ションズ 

（注）２、３ 

東京都 

台東区 
100

システム構築

およびシステ

ム運用サービ

ス 

100.00

当社顧客へシステムインテ

グレーションサービスを提

供する。 

役員の兼任３名。 

（連結子会社） 

アリエル・ネットワーク

（株） 

 

東京都 

目黒区 
50

パッケージソ

フトウェア開

発・販売 

100.00

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任２名 

（連結子会社） 

（株）ワークスシステムズ 

 

 

東京都 

港区 
100

パッケージソ

フトウェア開

発・販売 

66.67

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任３名 

（連結子会社） 

（株）ワークスコマース 

 

 

東京都 

港区 
140

パッケージソ

フトウェア開

発・販売 

85.71

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任２名 

（関連会社） 

（株）スリー・シー・コン

サルティング 

 

東京都 

中央区 
371

決算パッケー

ジ開発、経営

コンサルティ

ング 

20.78

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任１名 

（関連会社） 

（株）レビックグローバル 

 

 

東京都 

渋谷区 
170

ｅラーニング

コンテンツ、

教育コンサル

ティング 

17.27

当社パッケージソフトウェ

ア製品開発の協力を得てい

る。 

役員の兼任１名 

（関連会社） 

（株）ボールド 

 

 

東京都 

港区 
37

情報処理業に

かかる業務請

負、労働者派

遣 

33.41

当社顧客へ業務受託代行

サービスを提供する。 

役員の兼任１名 

（持分法非適用関連会社） 

（株）コネクティ 

 

（注）４ 

東京都 

渋谷区 
50

ソフトウェア

開発 
49.70

創業支援プロジェクトによ

り出資。 

役員の兼任１名 

（持分法非適用関連会社） 

瑞為客国際科技（北京）有

限公司   

（注）４、５ 

中国  

北京市 
33

教育コンサル

ティング 

17.27

（17.27）

㈱レビックグローバル子会

社 

（持分法非適用関連会社） 

瑞為客科技（大連）有限公

司      

（注）４、５ 

中国 

大連市 
19

教育コンサル

ティング 

17.27

（17.27）
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（注）１．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

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

（主要な損益情報） 

（1）売上高 3,374百万円 

（2）経常利益 309百万円 

（3）当期純利益 237百万円 

（4）純資産額 697百万円 

（5）総資産額 2,071百万円 

３．株式会社ワークスソリューションズは、当連結会計年度において、同社による少数株主からの自己株式

の取得を行った結果、当社の完全子会社となりました。  

４．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。 

５．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、当連結会計年度において当社

の株式会社レビックグローバルに対する議決権比率が変動したため、当連結会計年度末において当社の

関連会社ではなくなっております。 

６．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完了しております。 
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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、「ＣＯ

ＭＰＡＮＹ®」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）中期的な経営戦略 

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

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

してまいります。 

第１の軸は、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズを始めとする基幹業務パッケージソフトウェアの普及

およびそのラインナップの拡充であります。現在の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与はすでに

市場シェア１位となっており、市場よりデファクトスタンダードとの評価をいただいております。また、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、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）、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および業務提携を行っております。CRMシ

リーズにおいては、連結子会社の株式会社ワークスコマースによりeコマース（電子商取引）製品の開発を進め

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「ＣＯＭＰＡＮ

Ｙ®」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的分野から、製品を利用した業務を

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

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

行ってまいります。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



 

 

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成20年６月期決算短信 

－ 12 － 

算報告パッケージソフトウェア製品を持ち経営コンサルティングも手掛ける株式会社スリー・シー・コンサル

ティングや会計を中心としたコンサルティングと業務システムの再構築支援を提供しているエイアイエムコン

サルティング株式会社の協力を得てまいります。一方、運用側としては、人事、給与、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、中小規模企業への製品、サービスの提供です。当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ

は、従前通り大手企業向けの充実した機能を揃えて提供してまいりますが、連結子会社の株式会社ワークスプ

ロダクツの会計、人事・給与製品「ＭＯＮＥＹ®」シリーズ他を通じて、対象となる企業規模の大小を問わず、

情報投資効率の向上を可能とする製品、サービスを提供してまいります。 

第４の軸は、海外展開であります。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４月に資本提携した株式会社レビックグローバルの協力を得て、引き続き積極的に市場調査を行ってい

る状況であります。 

当社は、第１の軸にあげた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの既存の主力製品の販売と、第２の軸にあげた当

社グループの提供するサービス分野の拡大を基盤として着実な成長を続けることを中期経営戦略の核と位置付

けております。 

そして、そうした着実な成長分による収益を原資とし、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、７ページに記載の「人材の確保について」にて挙

げた各種の採用施策を積極的に展開してまいります。とくに、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．連結財務諸表等 

（1）連結貸借対照表 

前連結会計年度 

(平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成20年６月30日) 
区 分 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  7,701,217 9,740,318  

２．受取手形及び売掛金  4,052,088 4,058,226  

３．たな卸資産  146,780 180,891  

４．繰延税金資産  140,502 99,907  

５．その他  401,025 563,491  

６．貸倒引当金  △421 △210  

流動資産合計  12,441,193 63.8 14,642,624 65.1 2,201,430

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1）建物  191,551 242,576   

減価償却累計額  65,687 125,864 87,874 154,702  

(2）工具、器具及び備品  468,112 573,560   

減価償却累計額  343,215 124,897 405,750 167,809  

(3）その他  914 914   

減価償却累計額  840 74 864 50  

有形固定資産合計  250,835 1.3 322,562 1.4 71,727 

２．無形固定資産    

(1）ソフトウェア  2,461,782 3,058,250  

(2) のれん  2,247,491 2,099,864  

(3）その他  10,229 9,581  

無形固定資産合計  4,719,502 24.2 5,167,695 23.0 448,193

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券 ※１ 359,287 459,232  

(2）関係会社社債  282,934 288,434  

(3) 敷金及び保証金  673,546 915,340  

(4) 繰延税金資産  779,103 709,454  

(5) その他  18 －  

投資その他の資産合計  2,094,891 10.7 2,372,461 10.5 277,570

固定資産合計  7,065,229 36.2 7,862,719 34.9 797,490

資産合計  19,506,423 100.0 22,505,344 100.0 2,998,921
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前連結会計年度 

(平成19年６月30日) 

当連結会計年度 

(平成20年６月30日) 
区 分 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減 
（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．買掛金  252,234 244,293  

２．未払金  481,165 872,973  

３．未払法人税等  797,251 781,657  

４．未払消費税等  169,860 160,532  

５．前受金  3,363,986 4,278,938  

６．繰延税金負債  10,169 3,326  

７．賞与引当金  61,032 78,917  

８．その他  383,760 311,952  

流動負債合計  5,519,460 28.3 6,732,592 29.9 1,213,131

Ⅱ 固定負債    

１．繰延税金負債  5,469 －  

２．長期未払金  246,717 244,447  

固定負債合計  252,187 1.3 244,447 1.1 △7,739

負債合計  5,771,648 29.6 6,977,039 31.0 1,205,391

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,270,974 16.8 3,272,006 14.5 1,032

２．資本剰余金  3,353,265 17.2 3,354,297 14.9 1,032

３．利益剰余金  6,971,415 35.7 8,834,961 39.3 1,863,546

４．自己株式  △327 △0.0 △79,649 △0.4 △79,231

株主資本合計  13,595,326 69.7 15,381,615 68.3 1,786,288

Ⅱ 評価・換算差額等    

１．その他有価証券評価差 
額金 

 － － △383 △0.0 △383

評価・換算差額等合計  － － △383 △0.0 △383

Ⅲ 少数株主持分  139,448 0.7 147,072 0.7 7,624

純資産合計  13,734,774 70.4 15,528,304 69.0 1,793,529

負債純資産合計  19,506,423 100.0 22,505,344 100.0 2,998,921
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（2）連結損益計算書 

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） 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

    

Ⅰ 売上高    

１．プロダクト事業売上

高 
 7,296,700 9,259,297   

２．保守サービス事業売

上高 
 4,541,343 5,571,325   

３．サポートサービス事

業売上高 
 2,426,862 3,488,985   

４．海外事業売上高  794 556   

５．SI事業売上高  2,408,256 16,673,957 100.0 1,820,601 20,140,767 100.0 3,466,809

Ⅱ 売上原価    

１．プロダクト事業売上

原価 
 2,679,571 3,559,918   

２．保守サービス事業売

上原価 
 2,046,344 2,001,149   

３．サポートサービス事

業売上原価 
 1,752,799 1,923,973   

４．海外事業売上原価  3,916 148   

５．SI事業売上原価  2,061,213 8,543,845 51.3 1,706,089 9,191,279 45.6 647,434

売上総利益  8,130,112 48.7 10,949,487 54.4 2,819,374
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  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 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  578,145 694,512   

２．給料手当  1,372,323 1,770,891   

３．賞与  207,056 260,715   

４．法定福利費  197,081 261,263   

５．福利厚生費  127,321 118,983   

６．旅費交通費  193,670 265,029   

７．採用広告費  229,853 464,359   

８．インターンシップ費用  447,294 982,657   

９．広告宣伝費  229,873 446,494   

10．販売手数料  3,800 200   

11．賃借料  345,790 494,373   

12．減価償却費  46,203 55,059   

13．研究開発費 ※１ 668,559 859,199   

14．賞与引当金繰入額  17,950 23,049   

15．のれん償却額  313,201 184,866   

16．その他  579,670 5,557,795 33.3 617,625 7,499,282 37.3 1,941,486

営業利益  2,572,317 15.4 3,450,204 17.1 877,887

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  11,780 24,783   

２．受取手数料  771 787   

３．持分法による投資利益  12,594 －   

４．為替差益  750 －   

５．雑収入  2,381 28,278 0.2 3,591 29,161 0.2 883

Ⅴ 営業外費用    

１．コミットメントフィー  6,465 6,904   

２．持分法による投資損失  － 6,233   

３．M&A関連費用  17,652 23,686   

４．自己株式取得手数料  － 245   

５．雑損失  2,066 26,184 0.2 4,777 41,846 0.2 15,662

経常利益  2,574,411 15.4 3,437,519 17.1 863,108
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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 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円）

Ⅵ 特別利益    

１．貸倒引当金戻入益  299 211   

２．賞与引当金戻入益  2,180 －   

３．投資有価証券売却益  315,264 －   

４．償却債権取立益  － 317,743 1.9 3,592 3,804 0.0 △313,938

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※２ 2,234 －   

２．固定資産除却損 ※３ 4,855 8,950   

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  5,114 －   

６．持分変動損失  － 142,108 0.8 3,271 12,222 0.1 △129,886

税金等調整前当期純利 
益 

 2,750,046 16.5 3,429,102 17.0 679,056

法人税、住民税及び事 
業税 

 1,071,311 1,322,750   

法人税等調整額  △20,249 1,051,061 6.3 98,191 1,420,942 7.0 369,880

少数株主利益  22,571 0.1  10,384 0.0 △12,187

当期純利益  1,676,413 10.1 1,997,775 9.9 321,362
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（3）連結株主資本等変動計算書 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

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 

平成19年６月30日残高（千円） 3,270,974 3,353,265 6,971,415 △327 13,595,326

連結会計年度中の変動額  

新株予約権行使による新株の発行 1,032 1,032  2,064

剰余金の配当 △134,228  △134,228

当期純利益 1,997,775  1,997,775

自己株式の取得 △79,321 △79,321

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
 

連結会計年度中の変動額合計（千円） 1,032 1,032 1,863,546 △79,321 1,786,288

平成20年６月30日残高（千円） 3,272,006 3,354,297 8,834,961 △79,649 15,381,615

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

少数株主持分 純資産合計 

平成19年６月30日残高（千円） － － 139,448 13,734,774

連結会計年度中の変動額  

新株予約権行使による新株の発行  2,064

剰余金の配当  △134,228

当期純利益  1,997,775

自己株式の取得  △79,321

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額（純額） 
△383 △383 7,624 7,240

連結会計年度中の変動額合計（千円） △383 △383 7,624 1,793,529

平成20年６月30日残高（千円） △383 △383 147,072 15,528,304

 

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） 

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（千円） 

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
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（千円） 

－ － 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 
（千円） 

3,270,974 3,353,265 6,971,415 △327 13,595,326 － － 139,448 13,734,774
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（4）連結キャッシュ・フロー計算書 

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)

当連結会計年度 
(自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日) 区 分 

金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 2,750,046 3,429,102 

減価償却費 130,059 161,480 

固定資産売却損 2,234 － 

固定資産除却損 4,855 8,950 

固定資産受贈益 － △256 

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 440,067 184,866 

持分法による投資利益 △12,594 － 

持分法による投資損失 － 6,233 

持分変動損失 － 3,271 

為替差益 △750 － 

賞与引当金の増加額（△減少額） △63,450 17,885 

貸倒引当金の減少額 △299 △211 

事業税外形標準課税 52,482 59,050 

受取利息 △11,780 △24,783 

コミットメントフィー 6,465 6,904 

M&A関連費用 17,652 23,686 

売上債権の増加額 △954,516 △6,137 

たな卸資産の増加額 △64,872 △34,110 

販売目的のソフトウェアの減少額

（△増加額） 
60,757 △526,324 

その他流動資産の増加額 △86,829 △161,924 

買掛金の増加額（△減少額） 61,490 △7,940 

未払金の増加額 223,027 360,441 

未払消費税等の増加額（△減少額） 53,075 △9,327 

前受金の増加額 668,843 914,951 

その他流動負債の増加額（△減少額） 135,505 △71,807 

長期未払金の減少額 △23,393 △2,270 

小計 3,080,964 4,331,730 1,250,765
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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 
(自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日) 区 分 

金額（千円） 金額（千円） 

増減 
（千円） 

利息の受取額 6,816 19,344 

コミットメントフィーの支払額 △6,301 △6,863 

法人税等の支払額 △678,257 △1,397,394 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,403,222 2,946,817 543,595

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  2,981 －  

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  △67,645 △131,894  

無形固定資産の取得による支出  △75,655 △152,750  

投資有価証券の売却による収入  797,838 －  

投資有価証券の取得による支出  － △97,645  

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による支出 

※２ △10,521 －  

関係会社株式の取得による支出  △250,050 △72,450  

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  △17,652 △20,613  

敷金及び保証金の回収額  36,729 1,613  

敷金及び保証金の支払額  △20,733 △244,313  

その他投資の取得による支出  △746 －  

投資活動によるキャッシュ・フロー  344,563 △718,004 △1,062,568

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

   新株発行による収入  － 2,064 

少数株主への株式の発行による収
入 

 23,400 20,000 

自己株式の取得による支出  － △79,321 

配当金の支払額  － △132,454 

財務活動によるキャッシュ・フロー  23,400 △189,712 △213,112

Ⅳ 現金及び現金同等物にかかる換算差

額 
 6,306 － △6,306

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  2,777,493 2,039,100 △738,392

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  4,924,047 7,701,217 2,777,170

Ⅶ 連結範囲の変更に伴う現金及び現金

同等物の増加額 
※３ △322 － 322

Ⅷ 現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 7,701,217 9,740,318 2,039,100
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 連結財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 
  至 平成19年６月30日） 

当連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１．連結の範囲に関する

事項 

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月に新設） 

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・

アプリー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、連結の

範囲から除いております。 

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 
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項目 
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 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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。  

（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

連結会計年度より持分法を適用し

ております。 

 （2）持分法を適用していない関連会社  

株式会社コネクティ、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。 

（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。 

 

 （3） ―――― 

 

（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、４月末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。  

３．連結子会社の事業年

度等に関する事項 

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。 

同左 
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項目 
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 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

４．会計処理基準に関す

る事項 

(1)重要な資産の評価基

準および評価方法 

イ 有価証券 

その他有価証券 

―――― 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定） 

 時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

個別法による原価法 

ロ たな卸資産 

商品・製品・仕掛品 

同左 

 (2)重要な減価償却資

産の減価償却の方法 

イ 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 ３～15年 

工具、器具及び備品 ４～８年 

イ 有形固定資産 

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） 

 当連結会計年度より、法人税法の

改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産について

は、償却可能限度額まで償却が終了

した翌連結会計年度から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 

（イ）ソフトウェア 

①市場販売目的のソフトウェア 

当社においては見込販売数量

に基づく方法により、連結子会

社においては残存有効期間（３

年）に基づく定額法 

②自社利用目的のソフトウェア 

社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法 

ロ 無形固定資産 

（イ）ソフトウェア 

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

社においては主に残存有効期間

（３年）に基づく定額法 

②自社利用目的のソフトウェア 

同左 

 （ロ）商標権 

定額法 

なお、償却年数は10年であり

ます。 

（ロ）商標権 

同左 

 



 

 

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成20年６月期決算短信 

－ 24 － 

項目 
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 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

 ロ 賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、

賞与支給見込額に基づき計上しており

ます。 

ロ 賞与引当金 

同左 

(4)重要なリース取引の

処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナンス・

リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

同左 

(5)その他連結財務諸表

作成のための重要な

事項 

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 

５．連結子会社の資産及

び負債の評価に関す

る事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価につ

いては、全面時価評価法を採用しており

ます。 

同左 

６．のれん及び負ののれ

んの償却に関する事

項 

のれんの償却については、連結対象会

社毎に実態に応じて５年間または20年間

の均等償却を行っております。 

同左 

７．連結キャッシュ・フ

ロー計算書における

資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書におけ

る資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、随時引き出し可能な預金および容

易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

同左 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

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 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度末において「連結調整勘定」として

掲記されていたものは、当連結会計年度末から「のれ

ん」と表示しております。 

（連結損益計算書） 

前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「の

れん償却額」と表示しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

前連結会計年度において「連結調整勘定償却額」と

して掲記されていたものは、当連結会計年度から「の

れん償却額」と表示しております。 

 

―――― 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 

（平成19年６月30日） 

当連結会計年度 

（平成20年６月30日） 

※１．関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式）       359,287千円 

※１．関連会社に対するものは次のとおりでありま

す。 

投資有価証券（株式）     362,232千円 

２．貸出コミットメント契約 ２．貸出コミットメント契約 

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

当社は、運転資金の機動的な調達を行うため取

引銀行２行と貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

 貸出コミットメントの総額 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 － 

 差引額 5,000,000  差引額 5,000,000 

 

（連結損益計算書関係） 

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 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

668,559千円

※１．一般管理費に含まれる研究開発費 

859,199千円

※２．固定資産売却損の内容は次のとおりでありま

す。 

※２．        ―――― 

工具、器具及び備品 1,689千円  

車両運搬具 479   

ソフトウェア 65   

 

計 2,234 

 

  

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

※３．固定資産除却損の内容は次のとおりでありま

す。 

 建物 3,768千円  工具、器具及び備品 301千円

 工具、器具及び備品 1,086  ソフトウェア 8,649 

 計 4,855  計 8,950 
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（連結株主資本等変動報告書関係） 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20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 16 － 462,877 

自己株式     

普通株式 2.82 601.88 － 604.70 

（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加16株は、新株予約権の権利行使による新株の発行による増加であります。 

２．普通株式の自己株式の株式数の増加601.88株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加600株お

よび端株の買取による増加1.88株であります。 

 

２．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

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期となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。 

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20年９月24日 

定時株主総会 
普通株式 198,777 利益剰余金 430.00 

平成20年 

６月30日 

平成20年 

９月25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．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．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

  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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 （連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 

（平成19年６月30日） （平成20年６月30日）

現金及び預金勘定 7,701,217千円 現金及び預金勘定 9,740,318千円

現金及び現金同等物 7,701,217千円 現金及び現金同等物 9,740,318千円

※２．株式の売却により連結子会社でなくなった会社

の資産及び負債の内訳 

※２．        ―――― 

株式の売却により連結子会社でなくなった株式

会社ワークスグローバルサービスの売却時の資

産及び負債の内訳は次のとおりであります。 

 

流動資産 22,403千円    

流動負債 △16,184     

少数株主持分 △3,179     

株式売却損 △3,038     

同社株式の売却価額 0     

同社現金及び現金同等物 △10,521     

差引：同社売却による支出 △10,521     

      

※３．会社の清算手続きの開始により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の内訳 

※３．        ―――― 

会社の清算手続きの開始により連結子会社でな

くなったワークスインフォ・アプリケーション

サービス有限公司の連結除外時点の資産及び負

債の内訳は次のとおりであります。 

 

     

流動資産 322千円    

流動負債 △322     

差引 －     

  同社現金及び現金同等物 △322     

差引：同社連結除外に

よる支出 
△322  

  
 

 

     

 

（リース取引関係） 

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

ります。 
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（有価証券関係） 

当連結会計年度（平成20年６月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 種類 取得原価 連結貸借対照表計上額 差額 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えないもの 
株式 97,645千円 97,000千円 △645千円 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場債券 288,434千円 

 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券     

社債 － 288,434千円 － － 

 

前連結会計年度（平成19年６月30日） 

１．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額 

797,838千円 315,264千円 3,038千円 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額 

その他有価証券  

非上場債券 282,934千円 

 

３．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

 １年以内 １年超５年以内 ５年超10年以内 10年超 

債券     

社債 － 282,934千円 － － 

 

（デリバティブ取引関係） 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30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。 

 

（退職給付関係） 

当連結会計年度（平成20年６月30日） 

当社および連結子会社は、退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（平成19年６月30日） 

当社グループは、退職給付制度を採用していないので、該当事項はありません。 

 

（ストック・オプション等関係） 

ストック・オプション等に関する注記事項については、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。 
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（企業結合等関係） 

企業結合等に関する注記事項については、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。 

 

（税効果会計関係） 

  税効果会計に関する注記事項については、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。 

 

（セグメント情報） 

【事業の種類別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

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。 

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。 

 

【所在地別セグメント情報】 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

当連結会計年度において、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。 

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。 

 

 

【海外売上高】 

当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

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

おります。 

前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

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

おります。 
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（関連当事者との取引） 

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) 役員および個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(2) 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 

名称 
住所 

資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高

(千円)

当社製品開

発協力 

（注）１ 

23,381 

（注）2 

未払

金 

 

22,027

(注) ２

関連会社 

（ 株 ） ス

リ ー ・

シー・コン

サルティン

グ 

東 京 都

中央区 
350,100 

ソフトウェ

ア開発、販

売 

（所有） 

20.38％ 

役員 

１名 

開発等

外注先

受取社債利

息等 

（注）１ 

8,376 

（注）2 

未収

収益

880 

(注) ２

コンサル

ティング・

開発作業協

力 

（注）１ 

  － 
未払

金 

8,190

(注) ２

関連会社 

（株）ボー

ルド 

（注）４ 

東 京 都

港区 
37,525 

情報処理業

にかかる業

務請負、労

働者派遣 

（所有） 

33.41% 

 

役員 

１名 
外注先

受取社債利

息等 

（注）１ 

  － 
未収

収益

236 

(注) ２

－ 

( 株 ） ド

リ ー ム ・

アーツ 

（注）３ 

東 京 都

渋谷区 
907,765 

ソフトウェ

ア開発、販

売 

30.56％ － 
開発等

外注先

当社製品開

発協力 

（注）１ 

101 － － 

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

１．取引条件は同業他社との取引実勢を参考に決定しております。 

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

３．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

いて株式を全て譲渡したため、当連結会計年度においては関連会社ではなくなりました。 

４．平成19年４月に、当社は関係会社ボールドの株式の33.41％を第三者割当の引受により取得し、同社は

持分法適用関連会社となりました。 
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当連結会計年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

(1) 役員および個人主要株主等 

関係内容 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 

事業の
内容又
は職業

議決権等 
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目 

期末 
残高 

(千円)

役員 永沢 徹  

当社監

査役 

弁護士

なし － － 
法務報酬

（注）２ 
200 未払金 210 

(注）取引条件および取引条件の決定方針等 

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

の取引先と同様に取引条件を決定しております。 

２．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておりません。 

 

(2) 子会社等 

関係内容 

属性 
会社等の 
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職

業 

議決権等
の 所 有
（ 被 所
有）割合 役員の

兼任等
事業上
の関係

取引の内容 
取引 
金額 

（千円） 
科目

期末
残高

(千円)

未払

金 

20,949

(注) ２

当社製品

開発協力 

（注）１ 

23,275 

(注) ２ 

前払

費用

2,759

(注) ２関連会社 

( 株 ) ス

リ ー ・

シー・コン

サルティン

グ 

東京都 

中央区 
371,325 

ソフトウェ

ア開発、 

販売 

（所有） 

20.79％
役員１名

開発等

外注先

受取社債

利息等 

（注）１ 

8,340 

(注) ２ 

未収

収益

828 

(注) ２

コンサル

ティン

グ・開発

作業協力 

（注）１ 

  

215,191 

(注) ２ 

未払

金 

23,873

(注) ２

関連会社 
(株)ボール

ド 

東京都 

港区 
37,525 

情報処理業

にかかる業

務請負、労

働者派遣 

（所有） 

33.41% 
役員１名 外注先

受取社債

利息等 

（注）１ 

2,419 

(注) ２ 

未収

収益

227 

(注) ２

サポート

サービス

事業協力 

（注）１ 

3,580 

(注) ２ 
－ － 

関連会社 

(株)レビッ

クグローバ

ル 

東京都 

渋谷区 
170,000 

ｅラーニン

グコンテン

ツ、教育コ

ンサルティ

ング 

（所有） 

17.27% 
役員１名 外注先

中国事務

所賃貸借 

（注）１ 

 240 

(注) ２ 

前払

費用

40 

(注) ２

（注）取引条件および取引条件の決定方針等 

１．取引条件は同業他社との取引実勢を参考に決定しております。 

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

前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１株当たり純資産額 29,372.55円 １株当たり純資産額 33,273.10円 

１株当たり当期純利益金額 3,621.87円 １株当たり当期純利益金額 4,318.38円 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しない

ため記載しておりません 

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。 

（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ならびに１株当たり純資産額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前連結会計年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額 

当期純利益（千円） 1,676,413 1,997,775 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,676,413 1,997,775 

期中平均株式数（株） 462,858 462,621 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めな

かった潜在株式の概要 

新株予約権４種（新株予約権の

数25,907個） 

新株予約権４種（新株予約権の

数25,260個） 

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（千円） 13,734,774 15,528,304 

純資産の部の合計額から控除する金額

（千円） 
139,448 147,072 

（うち少数株主持分） （139,448） （147,072） 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 13,595,326 15,381,231 

期末の普通株式の数（株） 462,858 462,272 
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 （重要な後発事象） 

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 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第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。 

平成20年７月30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、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第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 取得する株式の種類  当社普通株式 

取得する株式の総数  20,000株（上限） 取得する株式の総数  15,000株（上限） 

取得価額の総額  2,000,000千円（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 

取得する期間 

 

 平成20年８月１日から 

 平成20年12月31日まで 

取得の方法  市場取引等 取得の方法  市場取引等 
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５．個別財務諸表 

(1) 貸借対照表 

前事業年度 

（平成19年６月30日） 

当事業年度 

（平成20年６月30日） 
区 分 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金  6,891,431 8,771,473  

２．売掛金  3,497,342 3,516,576  

３．前払費用  346,917 396,484  

４．繰延税金資産  138,946 97,136  

５．関係会社短期貸付金  250,000 390,000  

６．その他  16,331 26,915  

流動資産合計  11,140,969 64.0 13,198,586 64.7 2,057,616

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産    

(1) 建物 154,909 203,276   

減価償却累計額 54,871 100,038 72,506 130,770  

(2) 工具、器具及び備品 373,150 449,635   

減価償却累計額 272,093 101,057 321,416 128,219  

有形固定資産合計  201,095 1.1 258,989 1.3 57,893

２．無形固定資産    

(1) 商標権  3,055 2,407  

(2) ソフトウェア  2,291,064 2,888,861  

(3) 電話加入権  544 544  

無形固定資産合計  2,294,665 13.2 2,891,814 14.1 597,148

３．投資その他の資産    

(1) 投資有価証券  － 97,000  

(2) 関係会社株式  2,063,523 2,235,973  

(3) 関係会社社債  282,934 288,434  

(4) 関係会社長期貸付金  575,000 380,000  

(5) 敷金及び保証金  590,577 787,686  

(6) 繰延税金資産  264,783 264,906  

投資その他の資産合計  3,776,818 21.7 4,054,001 19.9 277,182

固定資産合計  6,272,579 36.0 7,204,805 35.3 932,225

資産合計  17,413,549 100.0 20,403,391 100.0 2,989,841
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前事業年度 

（平成19年６月30日） 

当事業年度 

（平成20年６月30日） 
区 分 

金額（千円） 
構成比

（％）
金額（千円） 

構成比 

（％） 

増減 

（千円）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．未払金  363,086 614,548  

２．関係会社未払金  120,034 403,490  

３．未払費用  113,354 96,999  

４．未払法人税等  781,744 766,491  

５．未払消費税等  138,889 127,086  

６．前受金  3,307,639 4,045,326  

７．預り金  150,533 135,117  

８．賞与引当金  57,000 72,700  

９．その他  － 3,773  

流動負債合計  5,032,281 28.9 6,265,534 30.7 1,233,252

負債合計  5,032,281 28.9 6,265,534 30.7 1,233,252

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金  3,270,974 18.8 3,272,006 16.0 1,032

２．資本剰余金    

(1) 資本準備金 3,205,956 3,206,988   

資本剰余金合計  3,205,956 18.4 3,206,988 15.7 1,032

３．利益剰余金    

(1) その他利益剰余金    

特別償却準備金 556 －   

繰越利益剰余金 5,904,108 7,738,896   

利益剰余金合計  5,904,665 33.9 7,738,896 37.9 1,834,230

４．自己株式  △327 △0.0 △79,649 △0.3 △79,321

株主資本合計  12,381,268 71.1 14,138,240 69.3 1,756,972

Ⅱ 評価・換算差額等    

１. その他有価証券評価差 

額金 
－ △383   

評価・換算差額等合計  － － △383 0.0 △383

純資産合計  12,381,268 71.1 14,137,856 69.3 1,756,588

負債純資産合計  17,413,549 100.0 20,403,391 100.0 2,989,841

     



－ 37 － 

(2) 損益計算書 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日）  

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

(千円) 

    

Ⅰ 売上高    

１．プロダクト事業売上高 ※１ 7,137,587 8,941,957   

２．保守サービス事業売上 
高 

※１ 4,314,902 5,337,782   

３．サポートサービス事業 
売上高 

※１ 1,502,935 2,271,619   

４．海外事業売上高 ※１ － 12,955,426 100.0 556 16,551,916 100.0 3,596,489

Ⅱ 売上原価    

１．プロダクト事業売上原 
価 

※１ 3,147,767 3,953,972   

２．保守サービス事業売上 
原価 

※１ 1,983,393 1,937,857   

３．サポートサービス事業 
売上原価 

※１ 937,446 1,143,816   

４．海外事業売上原価 ※１ － 6,068,607 46.8 148 7,035,795 42.5 967,188

売上総利益  6,886,819 53.2 9,516,120 57.5 2,629,301

Ⅲ 販売費及び一般管理費    

１．役員報酬  520,800 610,800   

２．給料手当  1,034,729 1,370,900   

３．賞与  145,770 187,209   

４．法定福利費  145,583 197,283   

５．福利厚生費  105,138 97,307   

６．旅費交通費  155,417 221,798   

７．採用広告費  171,958 324,143   

８．インターンシップ費用  447,294 982,657   

９．広告宣伝費  220,411 427,723   

10．販売手数料 ※1 9,480 6,200   

11．賃借料  346,903 487,261   

12．減価償却費  29,867 46,098   

13．研究開発費 ※２ 643,889 756,338   

14．賞与引当金繰入額  16,000 20,000   

15．その他 ※１ 444,016 4,437,260 34.3 521,544 6,257,266 37.8 1,820,006

営業利益  2,449,558 18.9 3,258,853 19.7 809,295
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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） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

(千円) 

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 ※１ 29,758 38,185   

２．雑収入 ※１ 31,048 60,806 0.5 21,427 59,612 0.3 △1,193

Ⅴ 営業外費用    

１．コミットメントフィー 6,465 6,904   

２．M&A関連費用  17,652 23,686   

３．自己株式取得手数料  － 245   

４．障害者雇用納付金  － 4,000   

５．雑損失   1,900 26,018 0.2 700 35,535 0.2 9,517

経常利益  2,484,346 19.2 3,282,931 19.8 798,584

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益  ※３ － 3   

２．投資有価証券売却益  261,000 －   

３．関係会社株式売却益  167,377 －   

４．賞与引当金戻入益  2,180 430,557 3.3 － 3 0.0 △430,554

Ⅶ 特別損失    

１．固定資産売却損 ※４ 65 －   

２．固定資産除却損 ※５ 3,990 8,939   

３．関係会社株式売却損  12,999 －   

４．関係会社株式評価損  652,167 －   

５．関係会社整理損  102,100 771,322 6.0 － 8,939 0.0 △762,382

税引前当期純利益  2,143,582 16.5 3,273,995 19.8 1,130,413

法人税、住民税及び
事業税 

 1,050,370 1,263,588   

法人税等調整額  △227,675 822,695 6.3 41,947 1,305,535 7.9 482,840

当期純利益  1,320,886 10.2 1,968,459 11.9 647,572
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売上原価明細書 

１．プロダクト事業売上原価明細書 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

(千円)

    

Ⅰ 材料費  3,550 0.1 － － △3,550

Ⅱ 労務費 ※１ 2,859,489 61.1 3,270,472 53.0 410,983

Ⅲ 外注加工費  1,034,335 22.1 1,908,089 31.0 873,754

Ⅳ 経費 ※２ 780,179 16.7 988,785 16.0 208,605

当期総製造費用  4,677,554 100.0 6,167,347 100.0 1,489,793

他勘定振替高 ※３ 2,805,601 3,461,084  655,483

当期ソフトウェア製造原 
価 

 1,871,952 2,706,262  834,309

ソフトウェア償却費  1,223,109 1,166,573  △56,536

ライセンス料  52,704 81,136  28,432

プロダクト事業売上原価  3,147,767 3,953,972  806,205

    

 

（脚注） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

 原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計算

によっております。 

 原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計算

によっております。 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

賃金手当 2,190,156千円 賃金手当 2,470,076千円

賞与 314,718 賞与 379,574 

法定福利費 299,068 法定福利費 351,408 

福利厚生費 20,448 福利厚生費 23,576 

賞与引当金繰入額 35,097 賞与引当金繰入額 45,836 

計 2,859,489 計 3,270,472 

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 399,567千円 賃借料 437,760千円

旅費交通費 150,450 旅費交通費 195,041 

減価償却費 57,141 減価償却費 77,396 

その他 173,020 その他 278,587 

計 780,179 計 988,785 

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳 

ソフトウェア 2,161,712千円 ソフトウェア 2,704,746千円

販売費及び一般管理費 643,889 販売費及び一般管理費 756,338 

計 2,805,601 計 3,461,084 

 販売費及び一般管理費振替は、新製品開発の

ための費用を研究開発費に振替えたものであり

ます。 

 販売費及び一般管理費振替は、新製品開発の

ための費用を研究開発費に振替えたものであり

ます。 
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２．保守サービス事業売上原価明細書 

前事業年度 

自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日 

当事業年度 

自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日 区 分 

金額（千円） 
百分比

（％）
金額（千円） 

百分比 

（％） 

増減 

(千円) 

    

Ⅰ 労務費 ※１ 572,360 54.2 500,637 47.6 △71,723

Ⅱ 外注加工費  255,384 24.2 304,524 28.9 49,139

Ⅲ 経費 ※２ 229,045 21.6 247,047 23.5 18,002

当期総製造費用  1,056,790 100.0 1,052,209 100.0 △4,581

ソフトウェア償却費  926,602 885,648  △40,954

保守サービス事業売上原 

価 
 1,983,393 1,937,857  △45,536

 

（脚注） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

賃金手当 434,838千円 賃金手当 377,911千円

賞与 68,636 賞与 58,483 

法定福利費 59,528 法定福利費 53,840 

福利厚生費 4,134 福利厚生費 3,606 

賞与引当金繰入額 5,223 賞与引当金繰入額 6,795 

計 572,360 計 500,637 

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 79,071千円 賃借料 66,941千円

旅費交通費 93,375 旅費交通費 116,312 

減価償却費 11,014 減価償却費 11,918 

その他 45,584 その他 51,875 

計 229,045 計 247,047 
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３．サポートサービス事業売上原価明細書 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 

(千円) 

    

Ⅰ 材料費  348,815 46.1 168,332 18.6 △180,483

Ⅱ 労務費 ※１ 24,189 3.2 16,784 1.8 △7,405

Ⅲ 外注加工費  373,301 49.3 715,068 78.8 341,766

Ⅳ 経費 ※２ 10,858 1.4 7,036 0.8 △3,821

当期総製造費用  757,165 100.0 907,221 100.0 150,056

ライセンス料  180,281 236,595  56,314

サポートサービス事業売
上原価 

 937,446 1,143,816  206,370

 
（脚注） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

賃金手当 18,518千円 賃金手当 12,679千円

賞与 2,506 賞与 2,100 

法定福利費 2,533 法定福利費 1,813 

福利厚生費 172 福利厚生費 122 

賞与引当金繰入額 458 賞与引当金繰入額 68 

計 24,189 計 16,784 

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 3,338千円 賃借料 2,259千円

旅費交通費 2,319 旅費交通費 1,695 

減価償却費 554 減価償却費 487 

その他 4,645 その他 2,594 

計 10,858 計 7,036 
    

 

４．海外事業売上原価明細書 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

増減 
(千円) 

区 分 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

 

    

Ⅰ 経費 ※１ － － 148 100.0 148

当期総製造費用  － － 148 100.0 148

海外事業売上原価  － － 148  148

 
（脚注） 

前事業年度 
（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．経費の内訳 ※１．経費の内訳 

旅費交通費    － 旅費交通費 148千円

計  － 計 148 
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(3) 株主資本等変動計算書 

当事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日） 

 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

平成19年６月30日残高（千円） 3,270,974 3,205,956 556 5,904,108 5,904,665 △327 12,381,268

事業年度中の変動額    

新株予約権行使による新株の発行 1,032 1,032   2,064

剰余金の配当  △134,228 △134,228  △134,228

当期純利益  1,968,459 1,968,459  1,968,459

特別償却準備金の取崩  △556 556 －  －

自己株式の取得   △79,321 △79,321

株主資本以外の項目の事業年度 

中の変動額（純額） 
   

事業年度中の変動額合計（千円） 1,032 1,032 △556 1,834,787 1,834,230 △79,321 1,756,972

平成20年６月30日残高（千円） 3,272,006 3,206,988 － 7,738,896 7,738,896 △79,649 14,138,240

 

 評価・換算差額等 

 
その他有価証券

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産合計 

平成19年６月30日残高（千円） － － 12,381,268

事業年度中の変動額 

新株予約権行使による新株の発行 2,064

剰余金の配当 △134,228

当期純利益 1,968,459

特別償却準備金の取崩 －

自己株式の取得 △79,321

株主資本以外の項目の事業年度 

中の変動額（純額） 
△383 △383 △383

事業年度中の変動額合計（千円） △383 △383 1,756,588

平成20年６月30日残高（千円） △383 △383 14,137,856
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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） 

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 
（千円） 

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 
（千円） 

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

平成19年６月30日残高 
（千円） 

3,270,974 3,205,956 556 5,904,108 5,904,665 △327 12,381,268 12,381,268
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重要な会計方針 

項目 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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 

 (2)その他有価証券 

       ―――― 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法によ

り処理し、売却原価は移動平均法に

より算定） 

 時価のないもの 

   移動平均法による原価法 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

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 

（追加情報） 

 当事業年度より、法人税法の改正

に伴い、平成19年３月31日以前に取

得した有形固定資産については、償

却可能限度額まで償却が終了した翌

事業年度から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 

イ)市場販売目的のソフトウェア 

見込販売数量に基づく方法 

ロ)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 

②商標権 

定額法 

なお、償却年数は10年でありま

す。 

(2)無形固定資産 

①ソフトウェア 

同左 

 

 

 

 

②商標権 

同左 
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項目 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

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 

 (2)賞与引当金 

従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額に基づき計上しておりま

す。 

(2)賞与引当金 

 

同左 

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 

５．その他財務諸表作成

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 
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会計処理方法の変更 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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。 

―――― 

 
 

表示方法の変更 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

―――― （損益計算書） 

前期まで営業外費用の「雑損失」に含めて表示し

ておりました「障害者雇用納付金」は営業外費用の

総額の100分の10を越えたため区分掲記しました。 

なお、前期における「障害者雇用納付金」の金額

は1,400千円であります。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 

（平成19年６月30日） 

当事業年度 

（平成20年６月30日） 

 １．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期末の借入未実

行残高は次のとおりであります。 

 １．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 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 －千円 借入実行残高 －千円

差引額 5,000,000 差引額 5,000,000 

 

（損益計算書関係） 
 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含ま

れております。 

 売上高 38,432千円   売上高 183,929千円  

 外注加工費 792,148千円   外注加工費 1,483,567千円  

 ライセンス料 21,138千円   ライセンス料 19,673千円  

 保守料 1,144千円   保守料 3,601千円  

 支払手数料 12,800千円   支払手数料 23,550千円  

 販売手数料 5,680千円   販売手数料 6,000千円  

 教育費 1,200千円   管理諸費 35,370千円  

 管理諸費 1,800千円   受取利息 25,473千円  

 受取利息 18,313千円   地代家賃 200千円  

 雑収入 30,200千円   雑収入 20,280千円  

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は、 

643,889千円であります。 

※２．研究開発費の総額 

一般管理費に含まれる研究開発費は、 

756,338千円であります。 

※３．        ―――― ※３．固定資産売却益の内訳 

    工具、器具及び備品 3千円  

    

※４．固定資産売却損の内訳 ※４．        ―――― 

 ソフトウェア 65千円      

       

※５．固定資産除却損の内訳 ※５．固定資産除却損の内訳 

 建物附属設備 3,611千円   工具、器具及び備品 290千円  

 工具、器具及び備品 378    ソフトウェア 8,649   

  3,990     8,939   
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（株主資本等変動報告書関係） 

当事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20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 2.82 601.88 － 604.70 

（注）普通株式の自己株式の株式数の増加601.88株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加600株および

端株の買取による増加1.88株であります。 

 

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 

 

（有価証券関係） 

当事業年度（平成20年６月30日） 

当事業年度における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（平成19年６月30日） 

当事業年度における子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

（税効果会計関係） 

税効果会計に関する注記事項については、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。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１株当たり純資産額 26,749円59銭 １株当たり純資産額 30,583円40銭 

１株当たり当期純利益金額 2,853円76銭 １株当たり当期純利益金額 4,255円01銭 

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。 

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。 

（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ならびに１株当たり純資産額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

１株当たり当期純利益金額   

当期純利益（千円） 1,320,886 1,968,459 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る当期純利益（千円） 1,320,886 1,968,459 

期中平均株式数（株） 462,858 462,621 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） － － 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要 

新株予約権４種（新株予約権

の数25,907個） 

新株予約権４種（新株予約権

の数25,260個） 

１株当たり純資産額   

純資産の部の合計額（千円） 12,381,268 14,137,856 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
－ － 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 12,381,268 14,137,856 

期末の普通株式の数（株） 462,858 462,272 

 

 

（重要な後発事象） 

前事業年度 

（自 平成18年７月１日 

  至 平成19年６月30日） 

当事業年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20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、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第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。 

平成20年７月30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、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用

される同法第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 取得する株式の種類  当社普通株式 

取得する株式の総数  20,000株（上限） 取得する株式の総数  15,000株（上限） 

取得価額の総額  2,000,000千円（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 

取得する期間 

 

 平成20年８月１日から 

 平成20年12月31日まで 

取得の方法  市場取引等 取得の方法  市場取引等 
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６．その他 

(1) 役員の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) 生産、受注および販売の状況 

①生産実績 

部門別 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前年同期比（％） 

プロダクト売上事業 3,559,918千円 132.9％  

保守サービス売上事業 2,001,149 97.8 

サポートサービス売上事業 1,923,973 109.8 

海外売上事業 148 3.8 

SI売上事業 1,706,089 82.8 

合計 9,191,279 107.6 

 （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 

当連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

前年同期比（％） 

プロダクト売上事業 9,259,297千円 126.9％  

保守サービス売上事業 5,571,325 122.7 

サポートサービス売上事業 3,488,985 143.8 

海外売上事業 556 70.0 

SI売上事業 1,820,601 75.6 

合計 20,140,767 120.8 

 （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。 

 

 




