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

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 20,826 3.4 1,206 △65.0 1,031 △70.0 229 △88.5
20年6月期 20,140 20.8 3,450 34.1 3,437 33.5 1,997 19.2

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

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年6月期 517.07 ― 1.6 4.6 5.8
20年6月期 4,318.38 ― 13.8 16.4 17.1

（参考） 持分法投資損益 21年6月期  △83百万円 20年6月期  △6百万円

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 22,107 13,357 59.7 30,368.51
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  13,204百万円 20年6月期  15,381百万円

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
百万円 百万円 百万円 百万円

21年6月期 △1,676 △761 △204 7,098
20年6月期 2,946 △718 △189 9,740

2.  配当の状況 

(注)22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。 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年6月期 ― ― ― 430.00 430.00 198 9.9 1.4
21年6月期 ― ― ― 370.00 370.00 160 71.6 1.2
22年6月期 

（予想）
― ― ― 410.00 410.00 9.3

3.  22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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）

 

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

11,330 6.8 1,360 68.6 1,260 65.8 610 197.8 1,402.91

通期 24,460 17.4 3,780 213.2 3,600 249.0 1,910 733.6 4,392.71
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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） 

（注）詳細は25ページ「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」をご覧ください。 

(3) 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。 
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、36ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 434,811株 20年6月期 462,877株
② 期末自己株式数 21年6月期  ―株 20年6月期  604株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年6月期の個別業績（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期 17,211 4.0 1,241 △62.0 1,206 △63.3 544 △72.3
20年6月期 16,551 27.8 3,258 33.0 3,282 32.1 1,968 49.0

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
円 銭 円 銭

21年6月期 1,229.42 ―
20年6月期 4,255.01 ―

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 20,357 12,276 60.3 28,234.91
20年6月期 20,403 14,137 69.3 30,583.40

（参考） 自己資本 21年6月期  12,276百万円 20年6月期  14,137百万円

2.  22年6月期の個別業績予想（平成21年7月1日～平成22年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間

9,370 ― 1,100 ― 1,050 ― 590 ― 1,356.91

通期 20,520 15.6 3,250 △6.1 3,160 161.9 1,770 224.9 4,070.73
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(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「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

の持つ優位性が、数多くの企業への導入を実現させ、ITコスト削減の有効手段として、当社製品への引き合いは大

きく増えております。  

しかしながら、投資に対する慎重な姿勢から成約までに時間を要している案件が多いこと等により、当連結会計

年度の売上高は20,826百万円（前年同期比3.4％増）と前年同期比微増の水準に止まり、売上総利益は9,705百万円

（同11.4％減）、売上高総利益率は46.6％となりました。費用面では、研究開発費を566百万円、インターンシッ

プ費用を1,025百万円計上し、営業利益は1,206百万円（同65.0％減）、経常利益は1,031百万円（同70.0％減）、

当期純利益は229百万円（同88.5％減）となりました。 

売上事業部門別の業績は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92社（累計759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61社（累計428社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プ

ロジェクト管理56社（累計343社）が新規導入され、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティテ

ィマネジメント）２社（累計３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

211社（前年同期244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39社（前年同期76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13社（累計78社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビ

ジネスマネジメント）は10社（累計69社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジメント）は

８社（累計58社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は８社（累計29社）に新規

導入され、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、当連結会計年度

において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM が１社(累計５社)、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Sales が２社（累計５社）に

新規導入されております。 

さらに、Ariel Air One for 「ＣＯＭＰＡＮＹ®」（アリエルエアワンフォーカンパニー、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

knowledge information Portalより名称変更）の新規導入は12社（累計39社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning 

Management （ラーニングマネジメント）は９社（累計42社）に新規導入されております。 

また当連結会計年度において正式に販売を開始した「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。  

この結果、プロダクト事業売上高は8,681百万円（前年同期比6.2％減）となり、売上総利益4,112百万円、売上

高総利益率47.4％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6,911百万円（前年同期比24.1％増）、売上総利益は4,171百万円、売上高総

利益率は60.4％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。 

１．経営成績
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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3,665百万円（前年同期比5.1％増）、売上総利益

1,525百万円、売上高総利益率41.6％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は国内経済

環境の悪化を起因とするプロジェクトのキャンセルや、大幅な規模縮小に伴う想定外の遊休人員の発生等により、

売上高は1,566百万円（前年同期比13.9％減）、売上総利益はマイナス103百万円、売上高総利益率はマイナス

6.6％となりました。 

  

②平成22年６月期の業績見通し 

平成22年６月期においては、収益面では、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」HRシリーズ、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズ

および平成21年６月期より正式販売を開始しております「ＣＯＭＰＡＮＹ®」SCMシリーズが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、学生を対象とした採用プロ

グラム「問題解決能力発掘インターンシップ」が既に学生の間に広く浸透してきていることから、採用コストの効

率化を行う予定であります。 

これにより、平成22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24,460百万円、営業利益

3,780百万円、経常利益3,600百万円、当期純利益1,910百万円を予想しております。 

なお、個別ベースでは、売上高20,520百万円、営業利益3,250百万円、経常利益3,160百万円、当期純利益1,770

百万円を予想しております。 

  

   

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、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズおよび平成21年６月期より正式販売を開始しております「ＣＯＭＰＡ

ＮＹ®」SCM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。 

  

   

（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2,642百万

円減少し、当連結会計年度末には7,098百万円となりました。 

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） 

平成22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  24,460  3,780  3,600  1,910  4,392.71

  個別  20,520  3,250  3,160  1,770  4,070.73

第２四半期 

連結累計期間 
連結  11,330  1,360  1,260  610  1,402.91

  個別      9,370  1,100  1,050  590  1,356.91

  
売上高 

（百万円） 

経常利益 

（百万円） 

平成22年６月期（連結） 24,460 3,600 

平成23年６月期（連結） 28,500 4,640 

平成24年６月期（連結） 32,600 5,400 
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当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、1,676百万円となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益665百万円を計上した一方、資金の減少要因として、売上債権の増加額1,329百万円、法人税等の支払

額931百万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） 

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、761百万円となりました。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248百万円や、有形固定資産の取得による支出204百

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314百万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） 

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、204百万円となりました。これは、当連結会計年度に

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3,100百万の借入を実行した

こと、さらに当該借入金額と自己株式取得総額との差額900百万円を返済したことによります。 

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。 

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19年６月期および平成20年６月期においては、期末時点の有利子負債がないため、債務償還年

数およびインタレスト・カバレッジ・レシオは算出しておりません。また、平成21年６月期においては、営業キ

ャッシュ・フローがマイナスであることから、債務償還年数およびインタレスト・カバレッジ・レシオもマイナ

スの値となるため、表示しておりません。 

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。 

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て

おります。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。 

しかしながら、当期の期末配当金につきましては、当連結会計年度の業績、翌事業年度以降の利益の確保を勘案

し、株主利益を維持することを優先に考え、１株につき普通配当金370円とさせていただきたいと存じます。 

なお、次期の配当金につきましては、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178百万円程度となり

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

  平成19年６月期 平成20年６月期 平成21年６月期 

自己資本比率（％） 69.7 68.3  59.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 192.2 275.2  114.9 

債務償還年数（年） － － － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － － 
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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20,826百万円、経常利益は1,031百万円、当期純利益は229百万

円であり、当社個別の売上高は17,211百万円、経常利益は1,206百万円、当期純利益は544百万円であります。 

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1,933

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) 

大学生および大学院生を対象とした「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、これまでの当社の新卒採用者は全て同制度の参加者であります（海外大学生を除く）。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約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「入社パス」を付与することで、優秀な学生の卒業後の選択肢を広げ、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。 
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２）「特別選考枠～ワークスアプリケーションズ トライアウト」（新卒者対象）  

「特別選考枠～ワークスアプリケーションズ トライアウト」は、企業の成長をさらに加速するため、また、優

秀な人材がより能力を発揮し活躍できる機会の創出を目的とし、2010年卒新卒採用数を前年比150％を目指し、全

国５都市において本年より開始いたしました。これにより、来春卒業を控えた大学生、大学院生を対象とした、優

秀な人材のさらなる確保を目指します。  

３）「問題解決能力発掘プログラム」(社会人対象) 

「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、約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います。 

４）「社会人インターンシップ」(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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  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

手企業向け基幹教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。   

  

２．企業集団の状況
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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

品川区 
 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

ンサルティン

グ 

 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）

東京都

品川区 
 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

品川区 
 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 

  

（注３）

東京都

港区 
 140

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。 

（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 

 20.79

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 

豊島区 
 245

eラーニングコ

ンテンツ、教

育コンサルテ

ィング 

 15.00

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１名。 

（関連会社）    

（株）ボールド 

  

  

東京都

港区 
 37

情報処理業に

係る業務請

負、労働者派

遣 

 33.41

当社顧客への業務受託代行サ

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６）

東京都

品川区 
 110
ソフトウェア

開発 
 39.80

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１、４、６）

中国 

北京市 

千 

米国ドル

410 教育コンサル

ティング 

 

（15.00）

15.00 （株）レビックグローバル子

会社 

（持分法非適用関連会社）

ファッズ（株） 

  

 （注５、６）

東京都 

目黒区 
 11
ソフトウェア

開発 
 21.43

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 
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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    3,754百万円 

（2）経常利益    234百万円 

（3）当期純利益    63百万円 

（4）純資産額    760百万円 

（5）総資産額   2,164百万円 

３．平成20年11月に、当社は、株式会社ワークスコマースの株式14.29％を同社の少数株主より譲り受け、同

社は当社の完全子会社となりました。 

４．前連結会計年度において持分法非適用関連会社であった瑞為客科技（大連）有限公司は、瑞為客国際科

技（北京）有限公司に吸収合併されております。当該合併による当社の持分変動はありません。 

５．平成20年７月に、当社はファッズ株式会社の株式の21.43％を第三者割当増資により取得し、同社は持分

法非適用関連会社となりました。 

６．株式会社コネクティ、瑞為客国際科技（北京）有限公司、ファッズ株式会社は、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。 
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(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、 

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」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

寄与することが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）中長期的な会社の経営戦略 

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、当連結会計年度において「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント販

売および「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント調達・仕入の２製品を「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリー

ズで初となるSCM分野の新製品として正式に販売を開始いたしました。今後も引き続き、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「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ新製品の製品拡充に鋭意取り組んで参ります。 

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

３．経営方針
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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、サービスの提供であります。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 

当社は、当連結会計年度において単体従業員数が1,243名（前年同期比323名増）となり、課題としている人材の

確保に一定の成果を見出しております。当社は、今後も積極的に優秀な人材の確保に注力するとともに、確保した

人材の早期戦力化が今後の飛躍的成長のために不可欠であると考え、その教育・育成を進めております。 

新卒社員は入社後約４ヶ月間の社内研修「スターター・ミッション」において、様々な課題に取り組むことによ

り問題解決能力の向上を図るとともに、業務適正の見極めをおこなっております。また、当社製品「ＣＯＭＰＡＮ

Ｙ®」Learning Managementの自社利用により、eラーニングによるコンプライアンス、セキュリティ等に関する全

社員研修を随時行っております。  

  

(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 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,740,318 7,098,018

受取手形及び売掛金 4,058,226 5,373,796

たな卸資産 180,891 ※1  223,751

繰延税金資産 99,907 536,700

その他 563,491 ※2  627,096

貸倒引当金 △210 △74,801

流動資産合計 14,642,624 13,784,561

固定資産   

有形固定資産   

建物 242,576 273,621

減価償却累計額 △87,874 △102,119

建物（純額） 154,702 171,501

工具、器具及び備品 573,560 661,151

減価償却累計額 △405,750 △509,086

工具、器具及び備品（純額） 167,809 152,064

その他 914 50,652

減価償却累計額 △864 △5,909

その他（純額） 50 44,742

有形固定資産合計 322,562 368,308

無形固定資産   

ソフトウエア 3,058,250 4,085,575

のれん 2,099,864 1,933,712

その他 9,581 9,820

無形固定資産合計 5,167,695 6,029,108

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  459,232 ※2  362,956

関係会社社債 288,434 293,933

敷金及び保証金 915,340 1,079,770

繰延税金資産 709,454 188,646

破産更生債権等 － 13,457

貸倒引当金 － △12,816

投資その他の資産合計 2,372,461 1,925,947

固定資産合計 7,862,719 8,323,365

資産合計 22,505,344 22,107,927
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 244,293 203,066

1年内返済予定の長期借入金 － 440,000

未払金 872,973 531,311

未払法人税等 781,657 203,728

未払消費税等 160,532 95,624

前受金 4,278,938 4,667,013

繰延税金負債 3,326 796

賞与引当金 78,917 96,834

その他 311,952 491,567

流動負債合計 6,732,592 6,729,943

固定負債   

長期借入金 － 1,760,000

長期未払金 244,447 224,739

その他 － 35,456

固定負債合計 244,447 2,020,195

負債合計 6,977,039 8,750,139

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 8,834,961 6,583,979

自己株式 △79,649 －

株主資本合計 15,381,615 13,210,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △383 △5,719

評価・換算差額等合計 △383 △5,719

少数株主持分 147,072 153,224

純資産合計 15,528,304 13,357,788

負債純資産合計 22,505,344 22,107,927
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

プロダクト事業売上高 9,259,297 8,681,669

保守サービス事業売上高 5,571,325 6,911,673

サポートサービス事業売上高 3,488,985 3,665,876

海外事業売上高 556 545

ＳＩ事業売上高 1,820,601 1,566,643

売上高合計 20,140,767 20,826,408

売上原価   

プロダクト事業売上原価 3,559,918 4,569,525

保守サービス事業売上原価 2,001,149 2,740,052

サポートサービス事業売上原価 1,923,973 2,140,869

海外事業売上原価 148 －

ＳＩ事業売上原価 1,706,089 1,670,041

売上原価合計 9,191,279 ※1  11,120,487

売上総利益 10,949,487 9,705,920

販売費及び一般管理費   

役員報酬 694,512 854,887

給料及び手当 1,770,891 2,303,628

賞与 260,715 316,234

法定福利費 261,263 333,287

福利厚生費 118,983 152,503

旅費及び交通費 265,029 300,318

採用広告費 464,359 526,062

インターンシップ費用 982,657 1,025,848

広告宣伝費 446,494 480,052

販売手数料 200 2,260

賃借料 494,373 526,891

減価償却費 55,059 94,707

研究開発費 ※2  859,199 ※2  566,362

貸倒引当金繰入額 － 5,806

賞与引当金繰入額 23,049 29,949

のれん償却額 184,866 191,151

その他 617,625 789,017

販売費及び一般管理費合計 7,499,282 8,498,970

営業利益 3,450,204 1,206,949

営業外収益   

受取利息及び配当金 24,783 27,274

受取手数料 787 806

雑収入 3,591 2,258

営業外収益合計 29,161 30,340
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 － 24,520

コミットメントフィー 6,904 24,245

持分法による投資損失 6,233 84,009

Ｍ＆Ａ関連費用 23,686 2,853

自己株式取得手数料 245 9,764

事務所移転費用 － 49,916

雑損失 4,777 10,348

営業外費用合計 41,846 205,659

経常利益 3,437,519 1,031,631

特別利益   

貸倒引当金戻入額 211 －

償却債権取立益 3,592 －

特別利益合計 3,804 －

特別損失   

固定資産売却損 － ※3  5

固定資産除却損 ※4  8,950 ※4  37,224

持分変動損失 3,271 6,265

貸倒引当金繰入額 － 81,601

契約解除受入損 － 240,771

特別損失合計 12,222 365,867

税金等調整前当期純利益 3,429,102 665,763

法人税、住民税及び事業税 1,322,750 345,332

法人税等調整額 98,191 85,148

法人税等合計 1,420,942 430,481

少数株主利益 10,384 6,152

当期純利益 1,997,775 229,130
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,270,974 3,272,006

当期変動額   

新株予約権行使による新株の発行 1,032 －

当期変動額合計 1,032 －

当期末残高 3,272,006 3,272,006

資本剰余金   

前期末残高 3,353,265 3,354,297

当期変動額   

新株予約権行使による新株の発行 1,032 －

当期変動額合計 1,032 －

当期末残高 3,354,297 3,354,297

利益剰余金   

前期末残高 6,971,415 8,834,961

当期変動額   

剰余金の配当 △134,228 △198,777

当期純利益 1,997,775 229,130

自己株式の処分 － △13

自己株式の消却 － △2,281,321

当期変動額合計 1,863,546 △2,250,981

当期末残高 8,834,961 6,583,979

自己株式   

前期末残高 △327 △79,649

当期変動額   

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 49

自己株式の消却 － 2,281,321

当期変動額合計 △79,321 79,649

当期末残高 △79,649 －

株主資本合計   

前期末残高 13,595,326 15,381,615

当期変動額   

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 △198,777

当期純利益 1,997,775 229,130

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 35

当期変動額合計 1,786,288 △2,171,332

当期末残高 15,381,615 13,210,282
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △5,335

当期変動額合計 △383 △5,335

当期末残高 △383 △5,719

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △5,335

当期変動額合計 △383 △5,335

当期末残高 △383 △5,719

少数株主持分   

前期末残高 139,448 147,072

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,624 6,152

当期変動額合計 7,624 6,152

当期末残高 147,072 153,224

純資産合計   

前期末残高 13,734,774 15,528,304

当期変動額   

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 △198,777

当期純利益 1,997,775 229,130

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 35

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,240 816

当期変動額合計 1,793,529 △2,170,516

当期末残高 15,528,304 13,357,788
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 3,429,102 665,763

減価償却費 161,480 248,202

有形固定資産売却損益（△は益） － 5

有形固定資産除却損 8,950 37,224

固定資産受贈益 △256 －

のれん償却額 184,866 191,151

持分法による投資損益（△は益） 6,233 84,009

持分変動損益（△は益） 3,271 6,265

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,885 17,917

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211 87,408

受取利息及び受取配当金 △24,783 △27,274

支払利息 － 24,520

コミットメントフィー 6,904 24,245

Ｍ＆Ａ関連費用 23,686 2,853

売上債権の増減額（△は増加） △6,137 △1,329,027

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,110 △58,346

販売目的のソフトウェアの減少額（△増加額） △526,324 △800,797

その他の流動資産の増減額（△は増加） △161,924 △18,333

買掛金の増加額（△減少額） △7,940 △41,227

未払金の増減額（△は減少） 360,441 △306,050

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,327 △64,908

前受金の増減額（△は減少） 914,951 388,075

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,757 164,219

長期未払金の増減額（△は減少） △2,270 △19,708

小計 4,331,730 △723,810

利息及び配当金の受取額 19,344 21,311

利息の支払額 － △24,520

コミットメントフィーの支払額 △6,863 △17,627

法人税等の支払額 △1,397,394 △931,890

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,946,817 △1,676,537
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

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 △131,894 △204,961

無形固定資産の取得による支出 △152,750 △314,742

有形固定資産の売却による収入 － 39

無形固定資産の売却による収入 50 －

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 △72,450 △3,000

Ｍ＆Ａ関連費用の支出 △20,613 △4,922

敷金及び保証金の差入による支出 △244,313 △248,921

敷金及び保証金の回収額 1,613 83,050

貸付けによる支出 － △74,000

貸付金の回収による収入 － 6,396

投資活動によるキャッシュ・フロー △718,004 △761,060

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

長期借入金の返済による支出 － △900,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △5,065

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 －

自己株式の処分による収入 － 35

自己株式の取得による支出 △79,321 △2,201,721

配当金の支払額 △132,454 △197,951

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,712 △204,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,039,100 △2,642,300

現金及び現金同等物の期首残高 7,701,217 ※  9,740,318

現金及び現金同等物の期末残高 ※  9,740,318 ※  7,098,018

2020



 該当事項はありません。 

継続企業の前提に関する注記
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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

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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 

株式会社ワークスコマース 

連結子会社の数  ６社 

  連結子会社の名称 

同左  

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  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。 

(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 

   

  (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。 

(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）有限公司およびファッズ株

式会社は、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。 

なお、瑞為客科技（大連）有限公司

は、瑞為客国際科技（北京）有限公司

に吸収合併されております。 

  (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）      同左 

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19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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

及び評価方法 

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） 

イ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

     同左 

  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 

     同左 

  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 

個別法による原価法 

（貸借対照表価額は収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法により算

定） 

(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（リース資産を除く）  

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

子会社においては主に残存有

効期間（３年）に基づく定額

法 

ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

（イ）ソフトウェア 

① 市場販売目的のソフトウェア

同左 

  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 

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 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

  ──── ハ リース資産 

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法を採用しておりま

す。 

(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。  

──── 

(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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該当事項はありません。 

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19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

────  （たな卸資産の評価基準および評価方法の変更） 

当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。 

これにより、営業利益、経常利益および税金等調整前当

期純利益は、それぞれ56,526千円減少しております。  

  （リース取引に関する会計基準の適用）  

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計

基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））および「リース取引に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））を、当連結会計年度より

適用し、通常の売買取引にかかる方法に準じた会計処理に

よっております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微でありま

す。  

表示方法の変更
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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20年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

※１．       ──── ※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品及び製品 18,811千円

仕掛品 200,115  

原材料及び貯蔵品 4,824  

計 223,751  

※２．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．関連会社に対するものは次のとおりであります。 

短期貸付金           38,000千円

投資有価証券（株式）     274,956千円 

 ３．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。 

 ３．       ──── 

貸出コミットメントの総額 5,000,000千円

借入実行残高 －  

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19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

※１．        ──── 

  

  

  

※２．一般管理費に含まれる研究開発費  859,199千円 

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

56,526千円

※２．一般管理費に含まれる研究開発費    566,362千円 

※３．          ────   ※３．固定資産売却損の内容は次のとおりであります。 

 車両運搬具 5千円 

※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

 工具、器具及び備品 301千円 

  ソフトウェア 8,649  

 計 8,950  

 建物 36,386千円 

  工具、器具及び備品 838  

 計 37,224  
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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） 

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 

（注）１．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．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 

  

(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 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
（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 

第11回定時株主総会 
普通株式  134,228  290.00 平成19年６月30日 平成19年９月28日

  
（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 

第12回定時株主総会 
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
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21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 

（注）１．発行済株式総数の減少28,066株は、自己株式の消却による減少であります。 

２．自己株式の株式数の増加27,461.78株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加27,457株および端株

の買取による増加4.78株であります。 

  自己株式の株式数の減少28,066.48株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少28,066株および端株

の買増による減少0.48株であります。 

２．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

  

(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 

次のとおり、決議を予定しております。  

  
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  462,877  －  28,066  434,811

自己株式         

普通株式  604.70  27,461.78  28,066.48  －

  
（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20年９月24日 

第12回定時株主総会 
普通株式  198,777  430.00 平成20年６月30日 平成20年９月25日

  
（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21年９月29日 

第13回定時株主総会 
普通株式  160,880 利益剰余金  370.00 平成21年６月30日 平成21年９月30日
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リース取引関係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。 

（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19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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20年６月30日現在） （平成21年６月30日現在）

現金及び預金勘定 9,740,318千円 

現金及び現金同等物 9,740,318千円 

現金及び預金勘定 7,098,018千円 

現金及び現金同等物 7,098,018千円 

（リース取引関係）
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１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．連結会計年度中に売却したその他の有価証券 

該当事項はありません。  

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．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 

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） 

 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。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21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（平成20年６月30日現在） 

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

当連結会計年度（平成21年６月30日現在） 

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

（有価証券関係）

  種類 

前連結会計年度（平成20年６月30日） 当連結会計年度（平成21年６月30日）

取得原価
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額
（千円） 

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  97,000  △645  97,645  88,000  △9,645

合計  97,645  97,000  △645  97,645  88,000  △9,645

  

  

前連結会計年度（平成20年６月30日） 当連結会計年度（平成21年６月30日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券     

非上場債券  288,434  293,933

  
  

前連結会計年度（平成20年６月30日） 当連結会計年度（平成21年６月30日） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

債券                 

社債  －  288,434  －  －  －  293,933  －  －

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

3030



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。 

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。 

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）
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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） 

 当連結会計年度において、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。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

 当連結会計年度において、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。 

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） 

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。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21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。 

当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21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。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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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） 

（1） 役員および個人主要株主等 

（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らず、期末残高には消費税が含まれております。 

（2） 子会社等 

（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．上記金額には、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. 平成19年４月に、当社は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株分法を適用しておりま

す。   

  

（関連当事者情報）

属性 氏名 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 

（％）

関係内容

取引の内容 取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 永沢 徹 －  －
当社監査役 

弁護士 
なし   － － 

法務報酬 

 （注）１ 

 

（注）２ 

200
未払金 

（注）２

210

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 
 （％)  

関係内容

取引の内容 取引金額 
(千円) 科目

期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

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

当社製品開

発協力 

（注）１ 

 

（注）２ 

23,275
未払金 

（注）２

20,949

前払費用
（注）２

2,759

受取社債利

息等 

（注）１ 

 8,340 未収収益 828

関連会社 
（株）ボ

ールド 

東京都  

港区 
 37,525

情報処理に

係る業務請

負、労働者

派遣 

 (所有) 

33.41

役員 

１名 
外注先

コンサルテ

ィング・開

発作業協

力  

（注）１ 

 

（注）２ 

215,191
未払金 

（注）２

23,873

受取社債利

息等 

（注）１ 

 2,419 未収収益 227

関連会社 

（株）レ

ビックグ

ローバル 

東京都  

渋谷区 
 245,000

ｅラーニン

グコンテン

ツ、教育コ

ンサルティ

ング 

 (所有) 

15.00

役員 

１名 
外注先

サポートサ

ービス事業

協力 

（注）１ 

 

（注）２ 

3,580
－ －

中国事務所

賃貸借 

（注）１ 

 240 前払費用 40
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当連結会計年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

（追加情報） 

当連結会計年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及び

「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）を適用して

おります。 

なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

  

関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引  

（ア）連結財務諸表提出会社の非連結子会社及び関連会社等 

（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．上記金額には、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。 

種類 会社等の名
称又は氏名 所在地

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 
 （％)  

関連当事者
との関係 取引の内容

取引金額 
(千円) 科目 期末残高

（千円） 

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

開発等外注先 

役員の兼任 

当社製品開

発協力 

（注）１

 

（注）２ 

17,487
未払金 

（注）２

4,808

前払費用
（注）２

4,298

受取社債利

息等 

（注）１

 8,402 未収収益 906

関連会社 
（株）ボ

ールド 

東京都  

港区 
 37,525

情報処理

に係る業

務請負、

労働者派

遣 

 (所有) 

33.41

外注先 

役員の兼任 

コンサルテ

ィング・開

発作業協

力  

（注）１

 

（注）２ 

257,344
未払金 

（注）２

21,848

受取社債利

息等 

（注）１

 2,378 未収収益 245

関連会社 

（株）レ

ビックグ

ローバル 

東京都  

豊島区 
 245,000

ｅラーニ

ングコン

テンツ、

教育コン

サルティ

ング 

 (所有) 

15.00

外注先 

役員の兼任

サポートサ

ービス事業

協力 

（注）１

 

（注）２ 

11,366
前払費用 83

中国事務所

賃貸借 

（注）１

 248 前払費用 41

教育費 

（注）１
 144 － －

雑収入 

（注）１
 100 未収入金 105

関連会社 
（株）コ

ネクティ  

東京都 

品川区  
 110,450

ソフトウ

ェア開発  

  (所有) 

39.80

外注先 

役員の兼任 

貸付金  38,000
短期 

貸付金 
38,000

受取貸付金

利息  
（注）１

 368 未収収益 368

関連会社 
ファッズ

（株）  

東京都 

目黒区
 11,500

ソフトウ

ェア開発 

  (所有) 

21.43

外注先 

役員の兼任 

当社製品開

発協力 

（注）１

 

（注）２ 

91,399
未払金 

（注）２

10,529
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（イ）連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

（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。 

属性 氏名 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 

（％）

関係内容

取引の内容 取引金額 
（千円） 科目

期末残高
（千円）役員の

兼任等 
事業上
の関係 

役員 永沢 徹 －  －
当社監査役 

弁護士 
なし   － － 

法務報酬 

 （注）１ 

 

（注）２ 

105
未払金 

－
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（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。 

（１株当たり情報）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

１株当たり純資産額 円 銭33,273 10 １株当たり純資産額 円51銭30,368

１株当たり当期純利益金額 円 銭4,318 38 １株当たり当期純利益金額 円07銭517

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。 

  
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) 

当連結会計年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,997,775  229,130

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）  1,997,775  229,130

期中平均株式数（株）  462,621  443,129

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種類（新株予約権の

数25,260個）。 

  

新株予約権４種類（新株予約権の

数25,089個）。 

  

１株当たり純資産額     

純資産の部の合計額（千円）  15,528,304  13,357,788

純資産の部の合計額から控除する額  

（千円） 
 147,072  153,224

（うち少数株主持分）  (147,072)  (153,224)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  15,381,231  13,204,563

期末の普通株式の数（株）  462,272  434,811
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（重要な後発事象）

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） 

当連結会計年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

 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  

取得する株式の総数 15,000株（上限）  

取得価額の総額 2,000,000千円（上限） 

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 

１．当社は、機動的な資金調達を行うため、平成21年７月

24日に株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約

を締結いたしました。 

  

２．当社は、機動的な資金調達を行うため、平成21年７月

29日に株式会社あおぞら銀行とコミットメントライン契

約を締結いたしました。 

  

契約期間 平成21年７月24日より 

平成22年６月25日まで 

貸出コミットメントの総額  3,000,000千円 

契約期間 平成21年７月29日より 

平成22年５月31日まで 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,771,473 6,119,822

売掛金 3,516,576 4,986,581

前払費用 396,484 215,967

繰延税金資産 97,136 99,658

関係会社短期貸付金 390,000 540,000

その他 26,915 85,769

貸倒引当金 － △74,675

流動資産合計 13,198,586 11,973,124

固定資産   

有形固定資産   

建物 203,276 210,000

減価償却累計額 △72,506 △91,688

建物（純額） 130,770 118,312

工具、器具及び備品 449,635 517,560

減価償却累計額 △321,416 △401,954

工具、器具及び備品（純額） 128,219 115,605

有形固定資産合計 258,989 233,918

無形固定資産   

商標権 2,407 2,647

ソフトウエア 2,888,861 3,896,619

電話加入権 544 544

無形固定資産合計 2,891,814 3,899,811

投資その他の資産   

投資有価証券 97,000 88,000

関係会社株式 2,235,973 2,263,973

関係会社社債 288,434 293,933

関係会社長期貸付金 380,000 388,000

敷金及び保証金 787,686 946,252

繰延税金資産 264,906 269,747

破産更生債権等 － 13,457

貸倒引当金 － △12,816

投資その他の資産合計 4,054,001 4,250,548

固定資産合計 7,204,805 8,384,278

資産合計 20,403,391 20,357,402
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年６月30日) 

当事業年度 
(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

1年内返済予定の長期借入金 － 440,000

未払金 614,548 307,028

関係会社未払金 403,490 351,771

未払費用 96,999 178,454

未払法人税等 766,491 201,111

未払消費税等 127,086 51,476

前受金 4,045,326 4,513,218

預り金 135,117 184,567

賞与引当金 72,700 91,500

その他 3,773 1,424

流動負債合計 6,265,534 6,320,551

固定負債   

長期借入金 － 1,760,000

固定負債合計 － 1,760,000

負債合計 6,265,534 8,080,551

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,272,006 3,272,006

資本剰余金   

資本準備金 3,206,988 3,206,988

資本剰余金合計 3,206,988 3,206,988

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 7,738,896 5,803,577

利益剰余金合計 7,738,896 5,803,577

自己株式 △79,649 －

株主資本合計 14,138,240 12,282,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △383 △5,719

評価・換算差額等合計 △383 △5,719

純資産合計 14,137,856 12,276,851

負債純資産合計 20,403,391 20,357,402
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高   

プロダクト事業売上高 8,941,957 8,319,079

保守サービス事業売上高 5,337,782 6,589,277

サポートサービス事業売上高 2,271,619 2,302,828

海外事業売上高 556 545

売上高合計 16,551,916 17,211,730

売上原価   

プロダクト事業売上原価 ※1  3,953,972 ※1  4,875,212

保守サービス事業売上原価 ※1  1,937,857 ※1  2,467,135

サポートサービス事業売上原価 ※1  1,143,816 ※1  1,515,686

海外事業売上原価 148 －

売上原価合計 7,035,795 8,858,034

売上総利益 9,516,120 8,353,695

販売費及び一般管理費   

役員報酬 610,800 780,600

給料及び手当 1,370,900 1,835,677

賞与 187,209 246,244

法定福利費 197,283 260,381

福利厚生費 97,307 123,906

旅費及び交通費 221,798 263,503

採用広告費 324,143 433,291

インターンシップ費用 982,657 1,025,848

広告宣伝費 427,723 432,898

販売手数料 ※1  6,200 ※1  37,456

賃借料 487,261 507,532

減価償却費 46,098 66,942

研究開発費 ※2  756,338 ※2  470,053

貸倒引当金繰入額 － 5,890

賞与引当金繰入額 20,000 28,240

その他 ※1  521,544 ※1  593,499

販売費及び一般管理費合計 6,257,266 7,111,968

営業利益 3,258,853 1,241,727

営業外収益   

受取利息及び配当金 ※1  38,185 ※1  39,921

雑収入 ※1  21,427 ※1  22,666

営業外収益合計 59,612 62,588
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 － 24,520

コミットメントフィー 6,904 24,245

Ｍ＆Ａ関連費用 23,686 2,853

自己株式取得手数料 245 9,764

障害者雇用納付金 4,000 5,900

事務所移転費用 － 29,046

雑損失 700 1,548

営業外費用合計 35,535 97,878

経常利益 3,282,931 1,206,436

特別利益   

固定資産売却益 ※3  3 －

特別利益合計 3 －

特別損失   

固定資産除却損 ※4  8,939 ※4  17,493

貸倒引当金繰入額 － 81,601

契約解除受入損 － 234,052

特別損失合計 8,939 333,147

税引前当期純利益 3,273,995 873,289

法人税、住民税及び事業税 1,263,588 332,195

法人税等調整額 41,947 △3,698

法人税等合計 1,305,535 328,496

当期純利益 1,968,459 544,793
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１．プロダクト事業売上原価明細書 

（脚注） 

売上原価明細書

    
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 労務費 ※１  3,270,472  53.0  4,085,832  55.9

Ⅱ 外注加工費    1,908,089  31.0  1,965,337  26.9

Ⅲ 経費 ※２  988,785  16.0  1,260,222  17.2

当期総製造費用    6,167,347  100.0  7,311,391  100.0

他勘定振替高 ※３  3,461,084    4,121,833   

当期ソフトウェア製造
原価 

   2,706,262    3,189,558   

ソフトウェア償却費    1,166,573    1,640,895   

ライセンス料    81,136    44,759   

プロダクト事業売上原
価 

   3,953,972    4,875,212   

            

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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 2,470,076 千円

賞与 379,574  

法定福利費 351,408  

福利厚生費 23,576  

賞与引当金繰入額 45,836  

計 3,270,472  

賃金手当 3,087,608 千円

賞与 473,381  

法定福利費 437,481  

福利厚生費 27,917  

賞与引当金繰入額 59,442  

計 4,085,832  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 437,760 千円

旅費交通費 195,041  

減価償却費 77,396  

その他 278,587  

計 988,785  

賃借料 608,952 千円

旅費交通費 233,343  

減価償却費 108,733  

その他 309,192  

計 1,260,222  

※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 2,704,746 千円

販売費及び一般管理費 756,338  

計 3,461,084  

ソフトウェア 3,651,780 千円

販売費及び一般管理費 470,053  

計 4,121,833  

 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 

（脚注） 

    
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    －  －  200  0.0

Ⅱ 労務費 ※１  500,637  47.6  766,367  49.9

Ⅲ 外注加工費    304,524  28.9  444,942  29.0

Ⅳ 経費 ※２  247,047  23.5  323,683  21.1

    当期総製造費用    1,052,209  100.0  1,535,193  100.0

    ソフトウェア償却費    885,648    931,942   

保守サービス事業売上
原価 

   1,937,857    2,467,135   

            

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

賃金手当 377,911 千円

賞与 58,483  

法定福利費 53,840  

福利厚生費 3,606  

賞与引当金繰入額 6,795  

計 500,637  

賃金手当 578,670 千円

賞与 96,525  

法定福利費 82,207  

福利厚生費 5,225  

賞与引当金繰入額 3,739  

計 766,367  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 66,941 千円

旅費交通費 116,312  

減価償却費 11,918  

その他 51,875  

計 247,047  

賃借料 114,147 千円

旅費交通費 115,814  

減価償却費 20,333  

その他 73,388  

計 323,683  
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３．サポートサービス事業売上原価明細書 

（脚注） 

    
前事業年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    168,332  18.6  113,404  8.7

Ⅱ 労務費 ※１  16,784  1.8  2,494  0.2

Ⅲ 外注加工費    715,068  78.8  1,171,156  90.1

Ⅳ 経費 ※２  7,036  0.8  12,838  1.0

当期総製造費用    907,221  100.0  1,299,894  100.0

ライセンス料    236,595    215,792   

サポートサービス事業売 
上原価 

   1,143,816    1,515,686   

            

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

賃金手当 12,679 千円

賞与 2,100  

法定福利費 1,813  

福利厚生費 122  

賞与引当金繰入額 68  

計 16,784  

賃金手当 1,884 千円

賞与 253  

法定福利費 260  

福利厚生費 18  

賞与引当金繰入額 77  

計 2,494  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

賃借料 2,259 千円

旅費交通費 1,695  

減価償却費 487  

その他 2,594  

計 7,036  

賃借料 1,850 千円

旅費交通費 10,498  

減価償却費 37  

その他 452  

計 12,838  
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４．海外事業売上原価明細書 

（脚注） 

    
前事業年度 

（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 経費 ※１  148  100.0  －  －

当期総製造費用    148  100.0  －  －

海外事業売上原価    148    －   

            

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

※１．経費の内訳   

旅費交通費 148千円

計 148  

──── 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,270,974 3,272,006

当期変動額   

新株予約権行使による新株の発行 1,032 －

当期変動額合計 1,032 －

当期末残高 3,272,006 3,272,006

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,205,956 3,206,988

当期変動額   

新株予約権行使による新株の発行 1,032 －

当期変動額合計 1,032 －

当期末残高 3,206,988 3,206,988

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 556 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △556 －

当期変動額合計 △556 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,904,108 7,738,896

当期変動額   

剰余金の配当 △134,228 △198,777

当期純利益 1,968,459 544,793

自己株式の処分 － △13

自己株式の消却 － △2,281,321

特別償却準備金の取崩 556 －

当期変動額合計 1,834,787 △1,935,318

当期末残高 7,738,896 5,803,577

利益剰余金合計   

前期末残高 5,904,665 7,738,896

当期変動額   

剰余金の配当 △134,228 △198,777

当期純利益 1,968,459 544,793

自己株式の処分 － △13

自己株式の消却 － △2,281,321

当期変動額合計 1,834,230 △1,935,318
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当期末残高 7,738,896 5,803,577

自己株式   

前期末残高 △327 △79,649

当期変動額   

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 49

自己株式の消却 － 2,281,321

当期変動額合計 △79,321 79,649

当期末残高 △79,649 －

株主資本合計   

前期末残高 12,381,268 14,138,240

当期変動額   

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 △198,777

当期純利益 1,968,459 544,793

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 35

当期変動額合計 1,756,972 △1,855,669

当期末残高 14,138,240 12,282,571

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － △383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △5,335

当期変動額合計 △383 △5,335

当期末残高 △383 △5,719

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － △383

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △5,335

当期変動額合計 △383 △5,335

当期末残高 △383 △5,719
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

純資産合計   

前期末残高 12,381,268 14,137,856

当期変動額   

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 △198,777

当期純利益 1,968,459 544,793

自己株式の取得 △79,321 △2,201,721

自己株式の処分 － 35

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △383 △5,335

当期変動額合計 1,756,588 △1,861,005

当期末残高 14,137,856 12,276,851
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 該当事項はありません。  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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 

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） 

(2)その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  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 

同左 

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 

(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 

同左 

  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 

ロ）自社利用目的のソフトウェア 

同左 

  ② 商標権 

 定額法 

 なお、償却年数は10年でありま

す。 

② 商標権 

同左 

 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。 

──── 

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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該当事項はありません。 

会計処理方法の変更

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21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を超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20年６月30日） 

当事業年度 
（平成21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。 

──── 

貸出コミットメントの総額 5,000,000 千円

借入実行残高 －  

差引額 5,000,000  

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21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 183,929千円

外注加工費 1,483,567千円

ライセンス料 19,673千円

保守料 3,601千円

支払手数料 23,550千円

販売手数料 6,000千円

管理諸費 35,370千円

受取利息 25,473千円

地代家賃 200千円

雑収入 20,280千円

売上高 47,218千円

外注加工費 2,043,331千円

ライセンス料 8,468千円

保守料 7,215千円

通信費 1,280千円

支払手数料 13,248千円

販売手数料 37,056千円

管理諸費 15,600千円

教育費 144千円

受取利息 26,216千円

雑収入 22,180千円

※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、756,338千円

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、470,053千円

であります。 

※３．固定資産売却益の内訳 ※３．──── 

工具、器具及び備品 3千円   

※４．固定資産除却損の内訳 ※４．固定資産除却損の内訳 

工具、器具及び備品 290千円 

ソフトウェア 8,649  

 計 8,939  

建物付属設備 17,256千円 

工具、器具及び備品 236  

 計 17,493  
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前事業年度（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 

（注） 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。 

当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21年６月30日） 

自己株式の種類および株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加27,461.78株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加27,457株および端株

の買取による増加4.78株であります。 

    自己株式の株式数の減少28,066.48株は、取締役会決議による自己株式の消却による減少28,066株および端株

の買増による減少0.48株であります。  

前事業年度（自 平成19年７月１日 至 平成20年６月30日）および当事業年度（自 平成20年７月１日 至 平成21

年６月30日） 

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。 

（株主資本等変動計算書関係）

  
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

  
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  604.70  27,461.78  28,066.48  －

（有価証券関係）

（税効果会計関係）
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（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。 

（１株当たり情報）

－

前事業年度 
(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

１株当たり純資産額 円 銭30,583 40 １株当たり純資産額 円91銭28,234

１株当たり当期純利益金額 円01銭4,255 １株当たり当期純利益金額 円 銭1,229 42

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。 

  
前事業年度 

(自 平成19年７月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,968,459  544,793

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）  1,968,459  544,793

期中平均株式数（株）  462,621  443,129

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種類（新株予約権の

数25,260個）。 

  

新株予約権４種類（新株予約権の

数25,089個）。 

  

１株当たり純資産額     

純資産の部の合計額（千円）  14,137,856  12,276,851

純資産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）  14,137,856  12,276,851

期末の普通株式の数（株）  462,272  434,811
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成19年７月１日 
至 平成20年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

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  

取得する株式の総数 15,000株（上限）  

取得価額の総額 2,000,000千円（上限） 

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 

１．当社は、機動的な資金調達を行うため、平成21年７月

24日に株式会社みずほ銀行とコミットメントライン契約

を締結いたしました。 

  

２．当社は、機動的な資金調達を行うため、平成21年７月

29日に株式会社あおぞら銀行とコミットメントライン契

約を締結いたしました。 

  

契約期間 平成21年７月24日より 

平成22年６月25日まで 

貸出コミットメントの総額  3,000,000千円 

契約期間 平成21年７月29日より 

平成22年５月31日まで 

貸出コミットメントの総額 2,000,000千円 
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(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  

（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  

（注）１．上記の金額には、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。   

６．その他

 部門別 

当連結会計年度 

（自 平成20年７月１日 

   至 平成21年６月30日）  

 前年同期比（％） 

 プロダクト売上事業    4,569,525          ％ 128.4

 保守サービス売上事業  2,740,052  136.9

 サポートサービス売上事業  2,140,869  111.3

 海外売上事業           －  －

 SI売上事業  1,670,041  97.9

 合 計  11,120,487  121.0

 部門別 

当連結会計年度 

（自 平成20年７月１日 

   至 平成21年６月30日）  

 前年同期比（％） 

 プロダクト売上事業    8,681,669    ％93.8

 保守サービス売上事業  6,911,673  124.1

 サポートサービス売上事業  3,665,876  105.1

 海外売上事業           545  98.0

 SI売上事業  1,566,643  86.1

 合 計  20,826,408  103.4

5656


	決算短信サマリー1620.pdf
	決算短信本文1645



