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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 15,314 ― 922 ― 825 ― 153 ―
20年6月期第3四半期 14,859 24.3 2,779 69.1 2,766 66.8 1,452 17.2

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3四半期 345.15 ―
20年6月期第3四半期 3,138.82 ―

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3四半期 21,731 13,286 60.4 30,195.45
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3四半期  13,129百万円 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  無  
１株当たり（予想）当期純利益は、期末に予想される期中平均株式数443,129株を使用して算出しております。 

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

通期 22,170 △10.1 3,140 △9.0 3,070 △10.7 1,550 △22.4 3,497.85
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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) 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５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５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おります。 
なお、上記予想に関する事項は４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3四半期 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3四半期  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3四半期 445,892株 20年6月期第3四半期 462,738株
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当第３四半期連結累計期間における我が国経済は、米国経済の低迷や世界的な金融危機の影響から景気の急速な

悪化が続いており、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、投資予算執行の一時的な凍結

や先送り等の動きが広がっております。 

こうした状況の中、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は15,314百万円（前年同四半期比

3.1％増）と前年同期比微増の水準に止まり、売上総利益は7,430百万円（前年同四半期比10.5％減）、売上高総利

益率48.5％となりました。 

製品別の新規導入社数は次のとおりです。 

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お

り、当第３四半期連結累計期間には新たに59社（累計726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38社（累計405社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェク

ト管理は38社（累計325社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマネジメント）は２社

（累計３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137社（前年同四半

期174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３四半

期連結累計期間における新規導入社数は25社（前年同四半期51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７社（累計72社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

Business Management（ビジネスマネジメント）は７社（累計66社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（ア

セットマネジメント）は６社（累計56社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は

５社（累計26社）に新規導入されました。また、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。なお、同製品の累計導入社数は

４社であります。 

また、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）シリーズは、当第３四半期連結

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）は９社

（累計36社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は６社（累計39社）に新規

導入されております。 

また、当第３四半期連結累計期間において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント販売は２社、お

よび「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント調達・仕入は２社に先行出荷分として新規導入されてお

ります。これらSCM（サプライチェーンマネジメント）シリーズ２製品の累計導入社数は４社となりました。なお、

同２製品は平成21年４月15日に、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズで初となるSCM分野の製品として正式に販売を開始

いたしました。 

この結果、プロダクト事業売上高は6,351百万円（前年同四半期比8.0％減）となり、売上総利益3,246百万円（前

年同四半期比27.0％減）、売上高総利益率51.1％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5,055百万円（前年同四半期比25.2％

増）、サポートサービス売上事業部門2,712百万円（前年同四半期比5.9％増）およびSI売上事業部門1,195百万円

（前年同四半期比11.8％減）となっております。 

当社は、不透明な市場環境が続くものとの予想から、こうした環境の変化に対応するべく、第２四半期連結会計

期間において当連結会計年度期首予算の見直しを行い、外注費・採用広告費を中心に原価・経費の大幅な削減を実

施しており、当第３四半期連結累計期間においては売上原価を7,884百万円（前年同四半期比20.2％増）、販売費及

び一般管理費6,507百万円（前年同四半期比17.9％増）を計上し、予算見直し後の計画どおり推移しております。 

研究開発面では、一般管理費に含まれる研究開発費を473百万円（前年同四半期比32.6％減）計上しております。

これはSCM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」と合わせた春季の参加学生総数は788名、夏季の参加学生総数は、昨年の1,270名を上

回る1,922名となりました。これにより、964百万円（前年同四半期比19.7％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た積極的な中途採用活動などにより、447百万円（前年同四半期比50.9％増）を採用

広告費として一般管理費に計上いたしました。 

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
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その結果、営業利益は922百万円（前年同四半期比66.8％減）、経常利益は825百万円（前年同四半期比70.2％

減）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234百万円、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に対する貸倒引当金繰入額を12百万円、それぞれ特別損失に計上いたしました。その結

果、四半期純利益は153百万円（前年同四半期比89.4％減）となっております。 

  

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2,241百万円減少し、当第３四半期

連結会計期間末には13,286百万円となりました。 

当第３四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

2,905百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には6,834百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況と

そ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2,933百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を542百万円

計上した一方、資金の減少要因として、販売目的のソフトウェアの増加額1,001百万円、法人税等の支払額928百万

円、売上債権の増加額836百万円、前受金の減少額746百万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673百万円となりました。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246百万円や有形固定資産の取得による支出193百万円、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240百万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） 

財務活動の結果得られた資金は700百万円となりました。これは、当第３四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197百万円となった一方で、当連結会計年度

における自己株式の取得を資金使途として取引金融機関２行から3,100百万円の借入を実行したことによります。な

お、当社は当連結会計年度末において、当該借入金総額を自己株式の取得の総額が下回る場合、その差額を返済す

る予定であります。  

また、当第３四半期連結会計期間末において、取引金融機関４行と貸出枠総額9,000百万円（うち4,000百万円の

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３四半期連結会計

期間末における借入実行残高は3,100百万円であります。  

  

  

世界的な景気後退の波が止まらない中、国内企業においては経済環境の混乱に伴い投資に対して慎重な姿勢が続

いております。しかしながら、多くの国内企業が新年度を迎える４月以降、そうした一時的な投資の冷え込みが解

消される局面においては、企業において投資対効果を重視する選定姿勢が広まり、当社の販売するコスト削減型製

品にとっては追い風となるものと見込んでおります。 

また、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ております。 

こうした状況をふまえ、平成20年10月30日に公表いたしました通期の連結業績予想を据え置いております。 

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、第３四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。 

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
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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 

繰延税金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３四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。 

  

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。 

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

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 6,834,587 9,740,318

受取手形及び売掛金 4,881,005 4,058,226

たな卸資産 369,955 180,891

繰延税金資産 99,838 99,907

その他 610,211 563,491

貸倒引当金 △5,686 △210

流動資産合計 12,789,912 14,642,624

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 183,011 154,702

工具、器具及び備品（純額） 169,738 167,809

その他（純額） － 50

有形固定資産合計 352,750 322,562

無形固定資産   

ソフトウエア 4,241,994 3,058,250

のれん 1,982,125 2,099,864

その他 10,007 9,581

無形固定資産合計 6,234,127 5,167,695

投資その他の資産   

投資有価証券 391,434 459,232

関係会社社債 292,559 288,434

敷金及び保証金 1,078,300 915,340

破産更生債権等 13,457 －

繰延税金資産 592,056 709,454

貸倒引当金 △12,816 －

投資その他の資産合計 2,354,990 2,372,461

固定資産合計 8,941,868 7,862,719

資産合計 21,731,780 22,505,344
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 185,215 244,293

1年内返済予定の長期借入金 310,000 －

未払金 535,474 872,973

未払法人税等 95,944 781,657

前受金 3,532,862 4,278,938

賞与引当金 389,882 78,917

その他 362,167 475,811

流動負債合計 5,411,546 6,732,592

固定負債   

長期借入金 2,790,000 －

長期未払金 243,591 244,447

固定負債合計 3,033,591 244,447

負債合計 8,445,138 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 8,790,070 8,834,961

自己株式 △2,281,321 △79,649

株主資本合計 13,135,051 15,381,615

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,738 △383

評価・換算差額等合計 △5,738 △383

少数株主持分 157,329 147,072

純資産合計 13,286,641 15,528,304

負債純資産合計 21,731,780 22,505,344
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 15,314,834

売上原価 7,884,182

売上総利益 7,430,652

販売費及び一般管理費 6,507,704

営業利益 922,947

営業外収益  

受取利息及び配当金 22,359

その他 2,371

営業外収益合計 24,730

営業外費用  

支払利息 7,995

持分法による投資損失 55,532

事務所移転費用 30,611

自己株式取得手数料 9,764

その他 18,392

営業外費用合計 122,296

経常利益 825,381

特別損失  

有形固定資産売却損 5

有形固定資産除却損 30,233

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 234,052

特別損失合計 283,373

税金等調整前四半期純利益 542,007

法人税等 377,852

少数株主利益 10,256

四半期純利益 153,899
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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 542,007

減価償却費 176,485

有形固定資産売却損益（△は益） 5

有形固定資産除却損 30,233

のれん償却額 142,738

持分法による投資損益（△は益） 55,532

持分変動損益（△は益） 6,265

賞与引当金の増減額（△は減少） 310,964

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,292

受取利息及び受取配当金 △22,359

支払利息 7,995

コミットメントフィー 13,916

M&A関連費用 1,850

売上債権の増減額（△は増加） △836,237

たな卸資産の増減額（△は増加） △204,549

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △1,001,523

その他の流動資産の増減額（△は増加） △672

買掛金の増減額（△は減少） △59,077

未払金の増減額（△は減少） △299,869

前受金の増減額（△は減少） △746,075

その他の流動負債の増減額（△は減少） △138,442

長期未払金の増減額（△は減少） △855

小計 △2,003,374

利息及び配当金の受取額 16,576

コミットメントフィーの支払額 △17,627

法人税等の支払額 △928,698

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,933,123

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 △193,500

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 △240,418

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 △4,655

貸付けによる支出 △68,000

貸付金の回収による収入 296

敷金及び保証金の差入による支出 △246,522

敷金及び保証金の回収による収入 82,571

投資活動によるキャッシュ・フロー △673,189

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 3,100,000

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 △197,732

財務活動によるキャッシュ・フロー 700,581

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,905,731

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 6,834,587
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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 

事業をおこなっており、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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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。 

（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〕
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 四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３月31日） 

（単位：千円）

  

  
（注）当第３四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３四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。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

 

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３四半期連結累計期間中の変動額           

剰余金の配当      △198,777    △198,777

四半期純利益        153,899    153,899

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３四半期連結

累計期間中の変動額（純額） 
          

第３四半期連結累計期間中の変動額合計  －  －  △44,891  △2,201,672  △2,246,563

平成21年３月31日残高  3,272,006  3,354,297    8,790,070  △2,281,321  13,135,051

  

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３四半期連結累計期間中の変動額         

剰余金の配当        △198,777

四半期純利益        153,899

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３四半期連結

累計期間中の変動額（純額） 
 △5,355  △5,355  10,256  4,901

第３四半期連結累計期間中の変動額合計  △5,355  △5,355  10,256  △2,241,662

平成21年３月31日残高  △5,738  △5,738  157,329  13,286,641
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「参考資料」 

   

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

  

  
前第３四半期連結会計期間 
 (自 平成19年７月１日 
 至 平成20年３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  14,859,363  20,140,767

Ⅱ 売上原価  6,561,153  9,191,279

売上総利益  8,298,209  10,949,487

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,518,394  7,499,282

営業利益  2,779,815  3,450,204

Ⅳ 営業外収益  25,653  29,161

Ⅴ 営業外費用  38,782  41,846

経常利益  2,766,685  3,437,519

Ⅵ 特別利益  －  3,804

Ⅶ 特別損失  649  12,222

税金等調整前四半期（当
期）純利益 

 2,766,036  3,429,102

    税金費用  1,311,625  1,420,942

少数株主利益  1,960  10,384

四半期（当期）純利益  1,452,450  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

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３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） 

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     

税金等調整前四半期（当期）純利益  2,766,036  3,429,102

減価償却費  115,821  161,480

固定資産除却損  649  8,950

固定資産受贈益  －  △256

のれん償却額  138,650  184,866

持分法による投資損失  11,495  6,233

持分変動損失  －  3,271

賞与引当金の増加額  261,760  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  42,142  59,050

受取利息  △22,167  △24,783

コミットメントフィー  5,650  6,904

M&A関連費用  20,613  23,686

売上債権の増加額  △725,098  △6,137

たな卸資産の増加額  △194,821  △34,110

販売目的のソフトウェアの増加額  △340,862  △526,324

その他流動資産の増加額  △4,794  △161,924

買掛金の減少額  △30,112  △7,940

未払金の増加額  134,583  360,441

前受金の増加額（△減少額）  △116,270  914,951

その他流動負債の減少額  △195,382  △81,135

長期未払金の減少額  △1,858  △2,270

小計  1,866,105  4,331,730

利息の受取額  16,630  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  △1,396,851  △1,397,394

営業活動によるキャッシュ・フロー  484,388  2,946,817
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前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年３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） 

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  △70,583  △131,894

無形固定資産の取得による支出  △105,887  △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  △20,613  △20,613

敷金及び保証金の回収額  1,351  1,613

敷金及び保証金の支払額  △107,875  △244,313

投資活動によるキャッシュ・フロー  △316,009  △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     516  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  △79,273  △79,321

配当金の支払額  △132,204  △132,454

財務活動によるキャッシュ・フロー  △190,962  △189,712

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（△減少
額） 

 △22,582  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 

 7,678,635  9,740,318
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生産、受注および販売の状況 

（1）生産実績 

当第３四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３四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。 

６．その他の情報

 部門別 

前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31日） 

 当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年７月１日 

 至 平成21年３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    2,459,018           3,104,349  3,559,918

 保守サービス売上事業  1,448,442  2,067,194  2,001,149

 サポートサービス売上事業  1,318,819    1,577,158  1,923,973

 海外売上事業           －  －  148

 SI売上事業  1,334,873  1,135,479  1,706,089

 合 計  6,561,153  7,884,182  9,191,279

 部門別 

 前第３四半期連結累計期間

（自 平成19年７月１日 

 至 平成20年３月31日） 

 当第３四半期連結累計期間

（自 平成20年７月１日 

 至 平成21年３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  6,905,129    6,351,025  9,259,297

 保守サービス売上事業  4,038,486  5,055,959  5,571,325

 サポートサービス売上事業  2,561,457  2,712,821  3,488,985

 海外売上事業  －    －  556

 SI売上事業  1,354,289  1,195,028  1,820,601

 合 計  14,859,363  15,314,834  20,140,767

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成21年６月期第３四半期決算短信

－15－



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３四半期連結累計期間 

（自 平成20年７月１日 

   至 平成21年３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  641,964  694,512

 給料手当  1,538,503  1,770,891

 賞与  135,145  260,715

 法定福利費  229,008  261,263

 福利厚生費  135,812  118,983

 旅費交通費  222,130  265,029

 採用広告費  447,165  464,359

 インターンシップ費用  964,646  982,657

 広告宣伝費  400,299  446,494

 販売手数料  2,260  200

 賃借料  390,836  494,373

 減価償却費  64,958  55,059

 研究開発費  473,496  859,199

 貸倒引当金繰入額  5,476  －

 賞与引当金繰入額  117,643  23,049

 のれん償却額  142,738  184,866

 その他  595,619  617,625

 合計  6,507,704  7,499,282
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