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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 10,613 ― 806 ― 759 ― 204 ―
20年6月期第2四半期 9,472 21.0 1,578 83.0 1,554 78.1 733 15.7

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2四半期 453.92 ―
20年6月期第2四半期 1,585.68 ―

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2四半期 18,796 13,333 70.1 30,319.63
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2四半期  13,183百万円 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  無   

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 ― 0.00 ― 430.00 430.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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、前回公表時において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
て算定しておりましたが、自己株式の取得の中止に伴い、当第２四半期連結会計期間末における自己株式数を元に、再計算を行なっております。  

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

通期 22,170 10.1 3,140 △9.0 3,070 △10.7 1,550 △22.4 3,497.85

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、20年６月期604.70株であります。なお、当社は平成20年12月１日をもって端株制度を廃止しております。  

※ 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2四半期  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2四半期  28,066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2四半期  451,312株 20年6月期第2四半期  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２四半期連結累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から深刻な世界的不況へと発

展し、エネルギー・原材料価格の乱高下や急速な円高などの影響も相まって企業の収益悪化や生産抑制が叫ばれる

中、景気の減速感を増し続け、きわめて厳しい局面を迎えております。 

こうした経済状況の中、当第２四半期連結累計期間における当社グループの売上高は10,613百万円（前年同四半期

比12.0％増）、売上総利益は5,434百万円（前年同四半期比4.9％増）、売上高総利益率51.2％を計上いたしました。

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２四半期連結累計期間には新たに34社（累計701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23社（累計390社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・

プロジェクト管理は25社（累計312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83社（前

年同四半期117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２四半

期連結累計期間における新規導入社数は18社（前年同四半期36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５社（累計70社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

Business Management（ビジネスマネジメント）は５社（累計64社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（ア

セットマネジメント）は５社（累計55社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は３

社（累計24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「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

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２四半期連結累

計期間において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM が１社（累計５社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales が３社（累計６

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５社（累計32社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は４社（累計37社）

に新規導入されております。 

なお、当第２四半期連結会計期間において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」SCM（サプライチェーンマネジメント、仮称）が先

行出荷分として１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4,477百万円（前年同四半期比6.0％増）となり、売上総利益2,450百万円、売

上高総利益率54.7％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3,305百万円（前年同四半期比25.8％

増）、サポートサービス売上事業部門1,983百万円（前年同四半期比20.5％増）、SI売上事業部門847百万円（前年同

四半期比13.1％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382百万円（前年同四半期比20.3％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

れに春季開催に向けての集客費用等を合わせ、780百万円（前年同四半期比41.2％増）をインターンシップ費用とし

て、また、社会人経験者を対象として積極的な中途採用活動をおこなった結果、336百万円（前年同四半期比129.5％

増）を採用広告費として一般管理費に計上いたしました。 

これらの計画的支出により販売費及び一般管理費は4,627百万円（前年同四半期比28.5％増）を計上いたしまし

た。なお、一部プロジェクトの中断による契約解除受入損を194百万円、また、破産手続きを開始した取引先への債

権に対する取立て不能見込額を貸倒引当金繰入額として12百万円をそれぞれ特別損失に計上いたしました。その結

果、経常利益は759百万円（前年同四半期比51.1％減）、四半期純利益は204百万円（前年同四半期比72.1％減）とな

っており、第１四半期連結会計期間末に公表の予想どおり推移いたしました。 
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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2,194百万円減少し、当第２四半期

連結会計期間末には13,333百万円となりました。 

当第２四半期連結累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

6,187百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には3,552百万円となりました。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3,175百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を526百万円計

上した一方、資金の減少要因として、一時的な売上債権の増加額1,533百万円、前受金の減少額895百万円、販売目的

のソフトウェアの増加額829百万円、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612百万円となりました。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213百万円や有形固定資産の取得による支出171百万円、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190百万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2,399百万円となりました。これは、当第２四半期連結累計期間において自己株式

の取得による支出が2,201百万円となったこと、および配当金の支払額が197百万円となったことによるものでありま

す。 

なお、当第２四半期連結会計期間末において、取引金融機関３行と貸出枠総額7,000百万円（うち、2,000百万円の

資金使途は、自己株式の取得目的）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２四半期連結会計

期間末においては借入未実行であります。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

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２四半期連結累計期間においては、売上高・利益ともに前回公表の修正予想どおりに推移いたしました。 

連結会計年度（通期）の業績につきましては、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、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

ております。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計画的に

実施しており、第３四半期連結会計期間以降よりその削減効果が表れるとの見込みから、営業利益・経常利益も前回

公表予想のとおり推移するものと考えております。 

なお、１株当たり当期純利益（予想）の算定の基礎となる期中平均株式数は、当連結会計年度末まで自己株式の追

加取得を行わないものとして、第２四半期連結会計期間末時点の自己株式数28,066株をもとに算定した443,129株を

用いております。 

（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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該当事項はありません。 

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、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。 

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） 

（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 

（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、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２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 3,552,759 9,740,318

受取手形及び売掛金 5,578,732 4,058,226

たな卸資産 277,268 180,891

繰延税金資産 100,740 99,907

その他 386,681 563,491

貸倒引当金 △5,964 △210

流動資産合計 9,890,218 14,642,624

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 201,643 154,702

工具、器具及び備品（純額） 184,717 167,809

その他（純額） － 50

有形固定資産合計 386,361 322,562

無形固定資産   

ソフトウエア 4,049,399 3,058,250

のれん 2,030,538 2,099,864

その他 10,193 9,581

無形固定資産合計 6,090,132 5,167,695

投資その他の資産   

投資有価証券 424,748 459,232

関係会社社債 291,184 288,434

敷金及び保証金 1,106,566 915,340

破産更生債権等 13,457 －

繰延税金資産 606,848 709,454

貸倒引当金 △12,816 －

投資その他の資産合計 2,429,988 2,372,461

固定資産合計 8,906,482 7,862,719

資産合計 18,796,700 22,505,344
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 317,378 244,293

未払金 644,719 872,973

未払法人税等 244,906 781,657

前受金 3,383,291 4,278,938

賞与引当金 82,895 78,917

その他 545,164 475,811

流動負債合計 5,218,356 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 5,462,804 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 8,841,032 8,834,961

自己株式 △2,281,321 △79,649

株主資本合計 13,186,013 15,381,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,704 △383

評価・換算差額等合計 △2,704 △383

少数株主持分 150,587 147,072

純資産合計 13,333,896 15,528,304

負債純資産合計 18,796,700 22,505,344
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,613,797

売上原価 5,179,499

売上総利益 5,434,298

販売費及び一般管理費 4,627,814

営業利益 806,483

営業外収益  

受取利息及び配当金 15,521

その他 1,634

営業外収益合計 17,155

営業外費用  

事務所移転費用 19,303

持分法による投資損失 27,317

自己株式取得手数料 9,764

その他 7,253

営業外費用合計 63,639

経常利益 759,999

特別損失  

有形固定資産売却損 5

有形固定資産除却損 20,193

持分変動損失 6,265

貸倒引当金繰入額 12,816

契約解除受入損 194,000

特別損失合計 233,281

税金等調整前四半期純利益 526,718

法人税等 318,342

少数株主利益 3,514

四半期純利益 204,861

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成21年６月期第２四半期決算短信

－7－



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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 526,718

減価償却費 111,246

有形固定資産除却損 19,475

有形固定資産売却損益（△は益） 5

のれん償却額 94,325

持分法による投資損益（△は益） 27,317

持分変動損益（△は益） 6,265

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,978

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,571

受取利息及び受取配当金 △15,521

コミットメントフィー 4,027

M&A関連費用 845

売上債権の増減額（△は増加） △1,533,963

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,863

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △829,311

その他の流動資産の増減額（△は増加） 215,446

買掛金の増減額（△は減少） 73,085

未払金の増減額（△は減少） △200,456

前受金の増減額（△は減少） △895,646

その他の流動負債の増減額（△は減少） 64,656

小計 △2,420,797

利息及び配当金の受取額 12,631

コミットメントフィーの支払額 △17,627

法人税等の支払額 △749,943

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,175,737

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 △171,271

有形固定資産の売却による収入 39

無形固定資産の取得による支出 △190,014

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 △3,917

貸付けによる支出 △53,000

貸付金の回収による収入 197

敷金及び保証金の差入による支出 △213,200

敷金及び保証金の回収による収入 21,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △612,784

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の処分による収入 35

自己株式の取得による支出 △2,201,721

配当金の支払額 △197,351

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,399,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,187,558

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 3,552,759
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 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。 

  

該当事項はありません。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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。  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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在外支店がないた

め、該当事項はありません。   

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日）  

 当四半期連結累計期間において、海外売上高はありません。   
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（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２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

（単位：千円）

  

  
（注）当第２四半期連結累計期間において取得した自己株式の数は27,461.78株、処分した自己株式の数は0.48株、 

  当第２四半期連結会計期間末における自己株式の数は28,066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２四半期連結累計期間中の変動額           

剰余金の配当      △198,777    △198,777

当四半期純利益        204,861    204,861

自己株式の取得        △2,201,721  △2,201,721

自己株式の処分      △13  49  35

株主資本以外の項目の第２四半期連結

累計期間中の変動額（純額） 
          

第２四半期連結累計期間中の変動額合計 － －  6,070  △2,201,672  △2,195,601

平成20年12月31日残高  3,272,006  3,354,297    8,841,032  △2,281,321  13,186,013

  

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２四半期連結累計期間中の変動額         

剰余金の配当        △198,777

当四半期純利益        204,861

自己株式の取得        △2,201,721

自己株式の処分        35

株主資本以外の項目の第２四半期連結

累計期間中の変動額（純額） 
 △2,320  △2,320  3,514  1,194

第２四半期連結累計期間中の変動額合計  △2,320  △2,320  3,514  △2,194,407

平成20年12月31日残高  △2,704  △2,704  150,587  13,333,896
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

 (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19年７月１日  
   至 平成20年６月30日) 

  金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 売上高  9,472,629  20,140,767

Ⅱ 売上原価  4,293,166  9,191,279

売上総利益  5,179,462  10,949,487

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,601,291  7,499,282

営業利益  1,578,170  3,450,204

Ⅳ 営業外収益  15,185  29,161

Ⅴ 営業外費用  38,475  41,846

経常利益  1,554,881  3,437,519

Ⅵ 特別利益  －  3,804

Ⅶ 特別損失  －  12,222

税金等調整前中間（当
期）純利益 

 1,554,881  3,429,102

    税金費用  819,062  1,420,942

少数株主利益  1,875  10,384

中間（当期）純利益  733,943  1,997,775
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（２）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19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計期間 
（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） 

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  1,554,881  3,429,102

減価償却費  74,393  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  92,433  184,866

持分法による投資損失  13,988  6,233

持分変動損失  －  3,271

賞与引当金の増加額  10,810  17,885

貸倒引当金の増加額（△減少額）  70  △211

事業税外形標準課税  28,142  59,050

受取利息  △12,238  △24,783

コミットメントフィー  3,780  6,904

M&A関連費用  19,965  23,686

売上債権の増加額  △203,651  △6,137

たな卸資産の増加額  △48,414  △34,110

販売目的のソフトウェアの増加額  △282,329  △526,324

その他流動資産の減少額（△増加
額） 

 122,932  △161,924

買掛金の減少額  △56,543  △7,940

未払金の増加額  170,733  360,441

前受金の増加額（△減少額）  △293,944  914,951

その他流動負債の減少額  △93,897  △81,135

長期未払金の減少額  △1,858  △2,270

小計  1,099,252  4,331,730

利息の受取額  9,469  19,344

コミットメントフィーの支払額  △1,495  △6,863

法人税等の支払額  △800,081  △1,397,394

営業活動によるキャッシュ・フロー  307,145  2,946,817
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前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

前連結会計期間 
（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） 

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  △33,461  △131,894

無形固定資産の取得による支出  △67,718  △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  △15,611  △20,613

敷金及び保証金の回収額  788  1,613

敷金及び保証金の支払額  △21,976  △244,313

投資活動によるキャッシュ・フロー  △150,379  △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  20,000

自己株式の取得による支出  △93  △79,321

配当金の支払額  △131,777  △132,454

財務活動によるキャッシュ・フロー  △111,871  △189,712

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  44,893  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中間期末（期
末）残高 

 7,746,111  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２四半期連結累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２四半期連結累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２四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年７月１日 

 至 平成20年12月31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    1,563,109           2,027,458  3,559,918

 保守サービス売上事業  940,182  1,372,463  2,001,149

 サポートサービス売上事業  831,085    1,095,126  1,923,973

 海外売上事業         ―  －  148

 SI売上事業  958,788  684,450  1,706,089

 合 計  4,293,166  5,179,499  9,191,279

 部門別 

 前第２四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日 

 至 平成19年12月31日） 

 当第２四半期連結累計期間

（自 平成20年７月１日 

 至 平成20年12月31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  4,223,785    4,477,559  9,259,297

 保守サービス売上事業  2,627,564  3,305,286  5,571,325

 サポートサービス売上事業  1,646,343  1,983,647  3,488,985

 海外売上事業 ―     －  556

 SI売上事業  974,935  847,303  1,820,601

 合 計  9,472,629  10,613,797  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２四半期連結累計期間 

（自 平成20年７月１日 

   至 平成20年12月31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  428,912  694,512

 給料手当  1,016,619  1,770,891

 賞与  131,515  260,715

 法定福利費  151,360  261,263

 福利厚生費  124,561  118,983

 旅費交通費  150,233  265,029

 採用広告費  336,543  464,359

 インターンシップ費用  780,860  982,657

 広告宣伝費  290,419  446,494

 販売手数料  2,060  200

 賃借料  252,167  494,373

 減価償却費  38,948  55,059

 研究開発費  382,163  859,199

 貸倒引当金繰入額  5,754  －

 賞与引当金繰入額  27,874  23,049

 のれん償却額  94,325  184,866

 その他  413,493  617,625

 合計  4,627,814  7,499,282
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