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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 5,051 ― 219 ― 207 ― 65 ―
20年6月期第1四半期 4,300 15.3 545 86.3 526 111.7 291 127.4

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益
円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 141.85 ―
20年6月期第1四半期 628.98 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年6月期第1四半期 20,143 14,141 69.4 30,965.96
20年6月期 22,505 15,528 68.3 33,273.10

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  13,988百万円 20年6月期  15,381百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有  

   配当予想の算定基礎となる株式数は、取得予定の自己株式の総数を取得するものとして算定しております。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― 430.00 430.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― 370.00 370.00

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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  

 1株当たり（予想）当期純利益算定の基礎となる期中平均株式数は、取得予定の自己株式の総数を取得期間中にわたり平均的に取得するものとして算定しておりま
す。  

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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 10,450 ― 790 ― 750 ― 230 ― 508.73
通期 22,170 10.1 3,140 △9.0 3,070 △10.7 1,550 △22.4 3,560.55

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

なお、詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

なお、詳細は４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）端株を含めた期末自己株式数は、21年６月期第１四半期11,130.70株、20年６月期604.70株であります。  

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成しております。従って、予想に内在する不確定要因や今後の経済環境、事業運営における状況変化により、実際
の業績は見通しと異なる場合があります。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針
第14号）を適用しています。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しています。 
 
なお、上記予想に関する事項は３ページをご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  462,877株 20年6月期  462,877株
② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  11,130株 20年6月期  604株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  458,750株 20年6月期第1四半期  462,858株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国経済の低迷や金融市場の混乱、エネルギー・原材料価

格の高騰による企業収益の悪化が続く中、米大手証券会社の経営破綻が追い打ちをかけ、景気の減速感を増して

いる状況にあります。 

こうした経済状況の中、当第１四半期連結会計期間における当社グループの売上高は、5,051百万円（前年同四

半期比17.5％増）となりました。 

製品別の新規導入社数は次のとおりであります。 

当社の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与は、そのコスト削減効果から市場より高い評価を得てい

ると考えており、当第１四半期連結会計期間には新たに14社（累計681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 サービスは９社（累計376社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

就労・プロジェクト管理は11社（累計298社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマ

ネジメント）は１社（累計２社）に新規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35社（前年同四半期51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®」会計シリーズの当第１四

半期連結会計期間における新規導入社数は７社（前年同四半期18社）となりました。製品別では、「ＣＯＭＰＡ

ＮＹ®」Financial Management（フィナンシャルマネジメント）は２社（累計67社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

Business Management（ビジネスマネジメント）は２社（累計61社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management

（アセットマネジメント）は２社（累計52社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメン

ト）は１社（累計22社）に新規導入されました。なお、前連結会計年度において正式出荷を開始した「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」Purchase Management（パーチェスマネジメント）の新規導入はありませんでした。  

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、当第１四半期連

結会計期間において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM が１社（累計５社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales が１社

（累計４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１社（累計28社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management （ラーニングマネジメント）は３社（累

計36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2,275百万円（前年同四半期比22.4％増）となり、売上総利益1,215百万

円、売上高総利益率53.4％を計上いたしました。 

また、他の売上事業部門の売上高は、保守サービス売上事業部門において1,611百万円（前年同四半期比24.6％

増）、サポートサービス売上事業部門878百万円（前年同四半期比16.7％増）、SI売上事業部門286百万円（前年

同四半期比27.8％減）となっております。 

研究開発面では、一般管理費に含まれる研究開発費を186百万円（前年同四半期比12.9％減）計上しておりま

す。これはSCM（サプライチェーンマネジメント）製品、eコマース（電子商取引）製品等の開発が主となってお

ります。一方、採用面では、学生を対象とした「問題解決能力発掘インターンシップ」として、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）およびマーケティング＆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）の二つのプログラムを実施しております。「Creative Mission」は、東京、大阪に加え、新たに福

岡でも開催しており、「Marketing Mission」と合わせた夏季における参加学生総数は、昨年の1,270名を上回る

1,922名となりました。 

これらの計画的支出により販売費及び一般管理費は2,398百万円（前年同四半期比37.1％増）を計上いたしまし

た。また、当社取引先の破産手続き開始により、同社への債権に対する取立て不能見込額12百万円を貸倒引当金

繰入額として特別損失に計上いたしました。その結果、経常利益は207百万円（前年同四半期比60.7％減）とな

り、四半期純利益は65百万円（前年同四半期比77.6％減）となっております。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

当社グループの純資産は、自己株式の取得等を反映し、前連結会計年度末から1,386百万円減少し、当第１四半

期連結会計期間末には14,141百万円となりました。 

 当第１四半期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、前連結会計年度末に比べ

3,526百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には6,213百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と

それらの主な要因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） 

 営業活動の結果使用した資金は1,752百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を186百万円

計上した一方、資金の減少要因として、売上債権の増加528百万円、販売目的のソフトウェアの増加357百万円、法

人税等の支払額749百万円があったこと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） 

 投資活動の結果使用した資金は337百万円となりました。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支払額170百万円や有形固定資産の取得による支出97百万円、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55百万円といった資金の減少要因があったこと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） 

 財務活動の結果使用した資金は1,437百万円となりました。これは、当第１四半期連結会計期間において自己株

式の取得による支出が1,257百万円となったこと、および配当金の支払額が180百万円となったことによるものであ

ります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間末において、取引金融機関２行と貸出枠総額5,000百万円のコミットメントラ

イン（特定融資枠）を設定しており、当第１四半期連結会計期間末においては借入未実行であります。また、当第

１四半期連結会計期間末において、有利子負債はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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米

国経済の低迷は、世界的金融市場の混乱へと広がり、株式市場を中心に国内経済も大きな打撃を受けております。

企業においては経営環境の急激な変化への対応を優先するため、投資予算執行を一時的に凍結する等の動きが広が

っております。 

 ただし、この状況は一時的なものであると当社は考えます。1997～2001年前後の金融機関の倒産をも引き起こし

た景気悪化時においても同様でしたが、金融危機・景気の転換期等における経済環境の混乱期においては、各企業

において一時的に投資の抑制や見送りが発生いたしました。しかしながら、企業が投資を一時的に見送るにして

も、経営の方向性が明確になった段階で、予算が縮小された形で再検討されております。今回の金融市場の混乱が

沈静化される局面では、企業の投資対象選定姿勢に合致したコスト削減型の当社製品の優位性は明らかで、当社に

とって追い風となることが見込まれております。 

第１四半期連結会計期間においては、超大手企業からの受注が好調であり、官公庁からの引き合いも強かったこ

とから、売上高を順調に伸ばすことができました。 

しかしながら、足許の第２四半期連結会計期間においては、一時的な市場環境悪化の影響を鑑みて期首公表の業

績予想を下方修正するに至りました。 

通期連結会計年度につきましても、市場環境は引き続き不透明な状況が続くものと予想されることから、売上高

については第２四半期連結会計期間同様に下方修正いたします。こうした環境の変化に対応するべく、外注費・採

用広告費を中心に原価・経費の大幅な削減を実施することにより、営業利益・経常利益の期首予想からの減額率は

第２四半期連結会計期間に比べ軽微なものとなる予定でありますが、一方で、今回の景気悪化局面において、さら

なる貸倒れ懸念の高まりや企業業績の悪化に伴う一部プロジェクトの中断等による損失計上が起こりうる可能性を

加味し、当期純利益を下方修正いたします。 

また、当社個別の配当額は、当社個別の当期純利益を基準とした配当性向（10％程度）により決定するため、業

績予想にあわせ、配当予想も修正しております。 

なお、当社は16ページ記載のとおり、自己株式の取得を決議しております。 

１株当たり配当金（予想）および１株当たり純利益（予想）の算定の基礎となる期中平均株式数および期末の普

通株式の数は取得予定の自己株式の総数を取得期間中にわたり平均的に取得するものとして算定しており、それぞ

れ435,326株および401,273株を用いております。なお、もし仮に自己株式の追加取得を行わなかった場合、期中平

均株式数は453,512株、期末の普通株式の数は451,747株となります。 

（注） 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。 
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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） 

該当事項はありません。 

(2）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① 簡便な会計処理 

1) 固定資産の減価償却費の算定方法 

  固定資産の減価償却費の算定において、定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減

価償却費の額を期間按分して算定する方法によっております。 

2) 繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

 繰延資産の回収可能性の判断にあたり、前連結会計年度末以降に経営環境等に著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるため、前連結会計年度において使用し

た将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を採用しております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

1) 税金費用の計算方法 

 税金費用の算定方法について、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対

する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計

算しております。なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

(3）四半期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 

 ① 四半期財務諸表に関する会計基準 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸

表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連

結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

 ② たな卸資産の評価基準および評価方法の変更 

  たな卸資産については、従来個別法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、個別法による原価

法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算出しております。なお、この変更に伴う損益に与える

影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
  (1)四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,213,329 9,740,318

受取手形及び売掛金 4,573,162 4,058,226

たな卸資産 434,425 180,891

繰延税金資産 100,067 99,907

その他 439,346 563,491

貸倒引当金 △5,389 △210

流動資産合計 11,754,942 14,642,624

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 176,147 154,702

工具、器具及び備品（純額） 191,357 167,809

その他（純額） 46 50

有形固定資産合計 367,552 322,562

無形固定資産   

ソフトウエア 3,454,530 3,058,250

のれん 2,052,701 2,099,864

その他 10,380 9,581

無形固定資産合計 5,517,612 5,167,695

投資その他の資産   

投資有価証券 438,416 459,232

関係会社社債 289,809 288,434

敷金及び保証金 1,063,796 915,340

破産更生債権等 13,457 －

繰延税金資産 710,264 709,454

貸倒引当金 △12,816 －

投資その他の資産合計 2,502,927 2,372,461

固定資産合計 8,388,092 7,862,719

資産合計 20,143,034 22,505,344
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 179,942 244,293

未払金 772,473 872,973

未払法人税等 128,136 781,657

前受金 3,931,564 4,278,938

賞与引当金 376,551 78,917

その他 368,030 475,811

流動負債合計 5,756,698 6,732,592

固定負債   

長期未払金 244,447 244,447

固定負債合計 244,447 244,447

負債合計 6,001,145 6,977,039

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,272,006 3,272,006

資本剰余金 3,354,297 3,354,297

利益剰余金 8,701,259 8,834,961

自己株式 △1,337,229 △79,649

株主資本合計 13,990,333 15,381,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,573 △383

評価・換算差額等合計 △1,573 △383

少数株主持分 153,129 147,072

純資産合計 14,141,889 15,528,304

負債純資産合計 20,143,034 22,505,344
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(2)四半期連結損益計算書 
第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,051,142

売上原価 2,433,666

売上総利益 2,617,476

販売費及び一般管理費 2,398,321

営業利益 219,155

営業外収益  

受取利息 11,223

その他 618

営業外収益合計 11,842

営業外費用  

持分法による投資損失 15,550

自己株式取得手数料 6,276

その他 1,981

営業外費用合計 23,808

経常利益 207,189

特別損失  

固定資産除却損 2,105

持分変動損失 6,265

貸倒引当金繰入額 12,816

特別損失合計 21,187

税金等調整前四半期純利益 186,001

法人税等 114,869

少数株主利益 6,056

四半期純利益 65,075
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 186,001

減価償却費 47,418

固定資産除却損 2,105

のれん償却額 47,162

持分法による投資損益（△は益） 15,550

持分変動損益（△は益） 6,265

賞与引当金の増減額（△は減少） 297,633

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,995

受取利息及び受取配当金 △11,223

コミットメントフィー 1,890

売上債権の増減額（△は増加） △528,394

たな卸資産の増減額（△は増加） △253,534

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △357,416

その他の流動資産の増減額（△は増加） 152,726

買掛金の増減額（△は減少） △64,351

未払金の増減額（△は減少） △96,755

前受金の増減額（△は減少） △347,373

その他の流動負債の増減額（△は減少） △126,807

小計 △1,011,105

利息及び配当金の受取額 8,473

法人税等の支払額 △749,524

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,752,157

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △97,131

無形固定資産の取得による支出 △55,074

関係会社株式の取得による支出 △3,000

M&A関連費用の支出 △3,072

貸付けによる支出 △30,000

貸付金の回収による収入 98

敷金及び保証金の差入による支出 △170,532

敷金及び保証金の回収による収入 21,484

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,227

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,257,579

配当金の支払額 △180,024

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,437,604

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,526,989

現金及び現金同等物の期首残高 9,740,318

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,213,329

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成21年６月期第１四半期決算短信

－8－



当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）および「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（4）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

(5）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

 当四半期連結累計期間において、当社および連結子会社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】 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至 平成20年９月30日）  

当四半期連結累計期間において、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。 

【海外売上高】 

当第１四半期連結累計会計期間（自平成20年７月１日 至平成20年９月30日) 

 当四半期連結累計会計期間において、海外売上高はありません。 

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成21年６月期第１四半期決算短信

－9－



(6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

四半期連結株主資本等変動計算書 

当第１四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

 （単位：千円）

（注） 当第１四半期連結会計期間において取得した自己株式の数は10,526株、当第１四半期連結会計期間末における自

己株式の数は11,130.70株であります。 

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

第１四半期連結会計期間中の変動額          

剰余金の配当     △198,777   △198,777 

当四半期純利益     65,075   65,075 

自己株式の取得       △1,257,579 △1,257,579 

株主資本以外の項目の第１四半期 
連結会計期間中の変動額（純額） 

          

第１四半期連結会計期間中の変動額合計 ― ― △133,702 △1,257,579 △1,391,281 

平成20年９月30日残高 3,272,006 3,354,297 8,701,259 △1,337,229 13,990,333 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額
等合計  

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

第１四半期連結会計期間中の変動額        

剰余金の配当       △198,777 

当四半期純利益       65,075 

自己株式の取得       △1,257,579 

株主資本以外の項目の第１四半期 

連結会計期間中の変動額（純額） 
△1,190 △1,190 6,056 4,866 

第１四半期連結会計期間中の変動額合計 △1,190 △1,190 6,056 △1,386,415 

平成20年９月30日残高 △1,573 △1,573 153,129 14,141,889 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(1）（要約）四半期連結損益計算書 

    （単位：千円） 

  

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日） 

Ⅰ 売上高 4,300,175 20,140,767 

Ⅱ 売上原価 2,004,666 9,191,279 

 売上総利益 2,295,509 10,949,487 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,749,924 7,499,282 

 営業利益 545,585 3,450,204 

Ⅳ 営業外収益 11,302 29,161 

Ⅴ 営業外費用 30,336 41,846 

 経常利益 526,551 3,437,519 

Ⅵ 特別利益 － 3,804 

Ⅶ 特別損失 － 12,222 

  税金等調整前四半期（当期）純利益 526,551 3,429,102 

  税金費用 222,631 1,420,942 

  少数株主利益 12,791 10,384 

  四半期（当期）純利益 291,128 1,997,775 
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(2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 （単位：千円） 

 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益 526,551 3,429,102 

減価償却費 36,094 161,480 

固定資産除却損 ― 8,950 

固定資産受贈益 ― △256 

のれん償却額 46,216 184,866 

持分法による投資損失 23,800 6,233 

持分変動損失 ― 3,271 

賞与引当金の増加額 230,327 17,885 

貸倒引当金の減少額 ― △211 

事業税外形標準課税 13,931 59,050 

受取利息 △9,552 △24,783 

コミットメントフィー 1,890 6,904 

M&A関連費用 4,604 23,686 

売上債権の減少額（△増加額） 89,886 △6,137 

たな卸資産の増加額  △129,296 △34,110 

販売目的のソフトウェアの増加額 △148,580 △526,324 

その他流動資産の増加額（△減少額） 63,858 △161,924 

買掛金の減少額 △61,972 △7,940 

未払金の増加額（△減少額） △2,881 360,441 

前受金の増加額（△減少額） △176,489 914,951 

その他流動負債の減少額 △116,307 △81,135 

長期未払金の減少額 △1,002 △2,270 

小計 391,079 4,331,730 

利息の受取額 6,863 19,344 

コミットメントフィーの支払額 ― △6,863 

法人税等の支払額 △799,560 △1,397,394 

営業活動によるキャッシュ・フロー △401,618 2,946,817 
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前第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

無形固定資産の売却による収入 50 50 

有形固定資産の取得による支出 △14,653 △131,894 

無形固定資産の取得による支出 △31,362 △152,750 

投資有価証券の取得による支出 ― △97,645 

関係会社株式の取得による支出 △12,450 △72,450 

M&A関連費用の支出 △4,604 △20,613 

敷金及び保証金の回収額 638 1,613 

敷金及び保証金の支払額  △10,570 △244,313 

投資活動によるキャッシュ・フロー △72,952 △718,004 

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 ― 20,000 

自己株式の取得による支出 ― △79,321 

配当金の支払額 △105,256 △132,454 

財務活動によるキャッシュ・フロー △105,256 △189,712 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △579,827 2,039,100 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 7,701,217 7,701,217 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 7,121,390 9,740,318 
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６．その他の情報 

生産、受注および販売の状況 

(1）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績を売上事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：千円）

（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）受注実績 

該当事項はありません。 

(3）販売実績 

当第１四半期連結会計期間の販売実績を売上事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （単位：千円）

（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門別 

前第１四半期連結会計期間 

（自 平成19年７月１日  

至 平成19年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日） 

プロダクト売上事業 701,387 1,060,100 3,559,918 

保守サービス売上事業 448,292 640,491 2,001,149 

サポートサービス売上事業 471,819 488,876 1,923,973 

海外売上事業 ― ― 148 

SI売上事業 383,166 244,197 1,706,089 

合計 2,004,666 2,433,666 9,191,279 

部門別 

前第１四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日  

至 平成19年９月30日） 

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成19年７月１日 

至 平成20年６月30日） 

プロダクト売上事業 1,858,172 2,275,326 9,259,297 

保守サービス売上事業 1,293,136 1,611,159 5,571,325 

サポートサービス売上事業 752,316 878,273 3,488,985 

海外売上事業 ― ― 556 

SI売上事業 396,551 286,384 1,820,601 

合計 4,300,175 5,051,142 20,140,767 
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四半期連結損益計算書関係 

販売費及び一般管理費内訳は次のとおりであります。 

 （単位：千円）

  

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成20年７月１日   

  至 平成20年９月30日）  

前連結会計年度 

（自 平成19年７月１日 

  至 平成20年６月30日） 

役員報酬 216,177 694,512 

給料手当 507,616 1,770,891 

賞与 － 260,715 

法定福利費 74,472 261,263 

福利厚生費 64,163 118,983 

旅費交通費 73,577 265,029 

採用広告費 180,230 464,359 

インターンシップ費用 524,155 982,657 

広告宣伝費 288,787 446,494 

販売手数料 1,760 200 

賃借料 120,960 494,373 

減価償却費 15,899 55,059 

研究開発費 186,494 859,199 

賞与引当金繰入額 80,127 23,049 

のれん償却額 47,162 184,866 

その他  196,964 617,625 

合計 2,398,321 7,499,282 
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重要な後発事象 

平成20年10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。 

  また、平成20年７月30日付取締役会決議に基づく自己株式の取得に関しては、これを継続して実行いたしま

す。なお、当該取得決議に基づく平成20年10月30日までの取得株式数は10,526株、その取得価額の総額は1,257

百万円であり、未実行分は4,474株（上限）、742百万円（上限）となっております。 

取得する株式の種類 当社普通株式 

取得する株式の総数  46,000株（上限）  

取得価額の総額  4,000,000千円（上限）  

取得する期間  平成20年11月１日から平成21年６月30日まで  

取得の方法 市場取引（立会外取引を含む） 
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