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1.  平成22年6月期第1四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 4,421 △12.5 65 △70.1 7 △96.5 △58 ―
21年6月期第1四半期 5,051 ― 219 ― 207 ― 65 ―

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

22年6月期第1四半期 △133.91 ―
21年6月期第1四半期 141.85 ―

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

22年6月期第1四半期 21,514 13,134 60.3 29,860.52
21年6月期 22,107 13,357 59.7 30,368.51

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  12,983百万円 21年6月期  13,204百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 370.00 370.00
22年6月期 ―
22年6月期 

（予想）
0.00 ― 410.00 410.00

3.  平成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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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) 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  
（注）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） 

（注）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） 

※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。 

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） 22年6月期第1四半期 434,811株 21年6月期  434,811株
② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第1四半期 434,811株 21年6月期第1四半期 443,129株
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当第１四半期連結累計期間における我が国経済は、昨年来の世界的な景気後退の余波から、依然として不透明な

状況が続いており、国内企業においては円高に対する警戒感や歴史的な政権交代による経済への影響を慎重に見極

める姿勢を見せております。 

こうした経済状況の中、大手企業の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を

うけ、当第１四半期連結累計期間における当社グループの売上高は4,421百万円（前年同四半期比12.5％減）、売

上総利益は1,975百万円（前年同四半期比24.5％減）、売上高総利益率は44.7％となりました。 

当第１四半期連結累計期間における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、新たに16社（累計775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８社（累計436社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理は９社

（累計352社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマネジメント）は１社（累計４

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34社（前年同四半期35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®」会計シリーズの新規導入

社数は７社（前年同四半期７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２社（累計80社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビジネスマネジメン

ト）は２社（累計71社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジメント）は２社（累計60

社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は１社（累計30社）に新規導入されまし

た。また、「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）シリーズの新規導入はありませ

んでした。「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM の累計導入社数は５社、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM for Salesの累計導入社数

は５社であります。 

さらに、Ariel Air One for「ＣＯＭＰＡＮＹ®」（アリエルエアワンフォーカンパニー）は１社（累計40社）、

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は２社（累計44社）に新規導入されており

ます。 

また、前連結会計年度において正式出荷を開始した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」SCM（サプライチェーン・マネジメン

ト）シリーズの新規導入はありませんでした。なお、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント販売

の累計導入社数は２社、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント調達・仕入の累計導入社数は２社

であります。 

この結果、プロダクト事業売上高は1,495百万円（前年同四半期比34.3％減）となり、売上総利益654百万円（前

年同四半期比46.2％減）、売上高総利益率43.7％を計上いたしました。 

一方、保守サービス売上事業部門においては、継続して安定した伸びを見せ、売上高1,926百万円（前年同四半

期比19.5％増）、売上総利益1,045百万円（前年同四半期比7.7％増）、売上高総利益率54.3％を計上いたしまし

た。 

また、他の売上事業部門の売上高は、サポートサービス売上事業部門742百万円（前年同四半期比15.5％減）お

よびSI売上事業部門257百万円（前年同四半期比10.0％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、前連結会計年度よ

り、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１四半期連結累計期間においては

売上原価を2,445百万円（前年同四半期比0.5％増）、販売費及び一般管理費1,910百万円（前年同四半期比20.4％

減）を計上しております。 

採用面においては、当第１四半期連結累計期間のインターンシップ費用は92百万円（前年同四半期比82.3％

減)、採用広告費は39百万円（前年同四半期比77.9％減）となりました。当社では優秀な人材の確保を当社グルー

プが成長を続けていくために不可欠な要素と考えており、学生を対象とした「問題解決能力発掘インターンシッ

プ」や社会人経験者を対象とした社会人インターンシップを行ってまいりました。当社では引き続き優秀な人材の

確保のための採用活動を行いますが、当社独自の採用手法を続けてきた結果として、学生・社会人を問わず高い認

知度を取ることができたと考えており、低コストで優秀な人材の採用が行える手法へと転換しております。 

また、研究開発面では、一般管理費に含まれる研究開発費を98百万円（前年同四半期比47.2％減）計上しており

ます。これは、eコマース（電子商取引）製品等の開発に加え、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズのクラウドコンピュ

ーティングへの対応を進めるべく、クラウドコンピューティングをはじめとする先端技術等の研究開発を行ったも

のであります。 

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、当第１四半期連結累計期間の営業利益は65百万円（前年同四半期比70.1％減）となっております。ま

た、持分法による投資損失37百万円および長期借入金に対する支払利息11百万円を営業外費用に計上した結果、経

常利益は７百万円（前年同四半期比96.5％減）となっております。 

これを受け、税金等調整前四半期純利益は６百万円となりましたが、グループ内各企業の税引前四半期純損益に

係る税金費用を67百万円計上した結果、58百万円の四半期純損失（前年同四半期は65百万円の四半期純利益）とな

っております。 

当社グループの純資産は、前連結会計年度末から223百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には13,134百

万円となりました。 

当第１四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419百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には6,678百万円となりました。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70百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を6百万円計上

したことに加え、売上債権の減少額563百万円および賞与引当金の増加額344百万円といった資金の増加要因があ

った一方、資金の減少要因として、前受金の減少額403百万円、販売目的のソフトウエアの増加額289百万円、法

人税等の支払額174百万円およびその他流動負債の減少額147百万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203百万円となりました。これは主に、投資有価証券の取得による支出107百万

円や自社利用ソフトウエアの構築等に係る無形固定資産の取得による支出63百万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144百万円となりました。これは、主に、配当金の支払額142百万円があったこ

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ける主な有利子負債は、長期借入金2,200百万円（うち、440百万円は１年以内返

済予定長期借入金）であります。 

  

国内大手企業においては、景気回復後を視野に入れた大型の企業再編等の意思決定を最優先とし個別の投資案

件に対する予算執行は先送りされる等の姿勢にあります。同時にコスト削減の追求は企業再編の重要な目的の一

つであることから、コスト削減の投資に対してより一層の強い関心を寄せる姿も見受けられ、投資対効果を重視

する選定姿勢が今まで以上に顕著となっております。このような投資に対する姿勢は、当社の販売するコスト削

減型製品にとっては追い風であると考えているものの、国内大手企業においては意思決定の優先順位付けに対す

るせめぎ合いが続いております。 

また、国内大手企業のこのような投資環境の変化に対応するべく、前連結会計年度より、外注費・採用広告費

を中心とする原価・経費の大幅な削減を計画的に実施しており、当連結会計年度においてもその削減効果を継続

的に見込んでおります。 

こうした状況をふまえ、平成21年７月30日に公表いたしました第２四半期および通期の連結業績予想を据え置

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。 

3）一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末において算定した貸倒実績率等を使用して一般債権の貸倒見積高

を算定しております。 

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。 

  

受注制作のソフトウエア開発に係る収益および費用の計上基準の変更 

受注制作ソフトウエア開発に係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）および「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を当第１四半期連結会計期間

より適用し、当第１四半期連結会計期間に着手したソフトウエア開発契約のうち、当第１四半期連結会計期

間末までの進捗部分について成果の確実性が認められる契約については工事進行基準（ソフトウエア開発の

進捗率の見積りは原価比例法）を、その他の契約については工事完成基準を適用しております。 

なお、これに伴う売上高、営業利益、経常利益および税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であ

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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,678,885 7,098,018

受取手形及び売掛金 4,810,198 5,373,796

たな卸資産 273,276 223,751

繰延税金資産 548,267 536,700

その他 648,439 627,096

貸倒引当金 △74,206 △74,801

流動資産合計 12,884,861 13,784,561

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 166,169 171,501

工具、器具及び備品（純額） 135,743 152,064

その他（純額） 42,210 44,742

有形固定資産合計 344,123 368,308

無形固定資産   

ソフトウエア 4,410,389 4,085,575

のれん 1,885,299 1,933,712

その他 9,603 9,820

無形固定資産合計 6,305,292 6,029,108

投資その他の資産   

投資有価証券 429,299 362,956

関係会社社債 295,308 293,933

敷金及び保証金 1,066,829 1,079,770

繰延税金資産 188,562 188,646

破産更生債権等 13,457 13,457

貸倒引当金 △12,816 △12,816

投資その他の資産合計 1,980,641 1,925,947

固定資産合計 8,630,057 8,323,365

資産合計 21,514,918 22,107,927
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 166,092 203,066

1年内返済予定の長期借入金 440,000 440,000

未払金 507,319 531,311

未払法人税等 91,244 203,728

前受金 4,263,346 4,667,013

賞与引当金 441,545 96,834

その他 467,775 587,987

流動負債合計 6,377,322 6,729,943

固定負債   

長期借入金 1,760,000 1,760,000

長期未払金 210,320 224,739

その他 32,923 35,456

固定負債合計 2,003,243 2,020,195

負債合計 8,380,566 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 6,364,876 6,583,979

株主資本合計 12,991,179 13,210,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,498 △5,719

評価・換算差額等合計 △7,498 △5,719

少数株主持分 150,671 153,224

純資産合計 13,134,351 13,357,788

負債純資産合計 21,514,918 22,107,927
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 5,051,142 4,421,585

売上原価 2,433,666 2,445,932

売上総利益 2,617,476 1,975,653

販売費及び一般管理費 2,398,321 1,910,205

営業利益 219,155 65,448

営業外収益   

受取利息及び配当金 11,223 4,328

その他 618 729

営業外収益合計 11,842 5,057

営業外費用   

支払利息 － 11,483

持分法による投資損失 15,550 37,657

自己株式取得手数料 6,276 －

事務所移転費用 － 2,959

その他 1,981 11,097

営業外費用合計 23,808 63,198

経常利益 207,189 7,308

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 595

特別利益合計 － 595

特別損失   

固定資産除却損 2,105 1,198

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 1,198

税金等調整前四半期純利益 186,001 6,704

法人税等 114,869 67,481

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,056 △2,553

四半期純利益又は四半期純損失（△） 65,075 △58,223
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 6,704

減価償却費 47,418 56,419

固定資産除却損 2,105 1,198

のれん償却額 47,162 48,412

持分法による投資損益（△は益） 15,550 37,657

持分変動損益（△は益） 6,265 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 297,633 344,710

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,995 △595

受取利息及び受取配当金 △11,223 △4,328

支払利息 － 11,483

コミットメントフィー 1,890 4,294

Ｍ＆Ａ関連費用 － 6,796

売上債権の増減額（△は増加） △528,394 563,597

たな卸資産の増減額（△は増加） △253,534 △49,525

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △357,416 △289,402

その他の流動資産の増減額（△は増加） 152,726 21,661

買掛金の増減額（△は減少） △64,351 △36,973

未払金の増減額（△は減少） △96,755 △38,429

前受金の増減額（△は減少） △347,373 △403,667

その他の流動負債の増減額（△は減少） △126,807 △147,802

長期未払金の増減額（△は減少） － △14,419

小計 △1,011,105 117,793

利息及び配当金の受取額 8,473 1,822

コミットメントフィーの支払額 － △16,271

法人税等の支払額 △749,524 △174,118

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,752,157 △70,774

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 △9,904

無形固定資産の取得による支出 △55,074 △63,462

投資有価証券の取得による支出 － △107,000

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 △6,095

敷金及び保証金の差入による支出 △170,532 △3,156

敷金及び保証金の回収による収入 21,484 16,096

貸付けによる支出 △30,000 △30,000

貸付金の回収による収入 98 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △337,227 △203,422
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △2,532

自己株式の取得による支出 △1,257,579 －

配当金の支払額 △180,024 △142,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,437,604 △144,936

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,526,989 △419,133

現金及び現金同等物の期首残高 9,740,318 7,098,018

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,213,329 6,678,885
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該当事項はありません。 

  

前第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エアの開発、販売ならびに保守の

事業を行っており、単一のソフトウエ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１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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エアの開発、販売ならびに保守の

事業を行っており、単一のソフトウエ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在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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在外支店がないた

め、該当事項はありません。 

   

前第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、海外売上高はありません。 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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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前第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） 

四半期連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

  

  
（注）当第１四半期連結累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。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

該当事項はありません。 

（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１四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        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

累計期間中の変動額（純額） 
          

第１四半期連結累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１四半期連結累計期間中の変動額         

剰余金の配当        △198,777

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

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

第１四半期連結累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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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 

当社グループは、主にパッケージソフトウエア製品の開発、販売および保守の事業を行っており、また、販売に

付帯する受託開発の割合も少ないため、受注実績は記載しておりません。 

 (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）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．その他の情報

 部門別 

前第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)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度  

(自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日)

 プロダクト売上事業  1,060,100    841,087  4,569,525

 保守サービス売上事業  640,491  880,398  2,740,052

 サポートサービス売上事業  488,876  456,616  2,140,869

 海外売上事業  －           －  －

 SI売上事業  244,197  267,830  1,670,041

 合 計  2,433,666  2,445,932  11,120,487

 部門別 

前第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) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

 プロダクト売上事業    2,275,326    1,495,205    8,681,669

 保守サービス売上事業  1,611,159  1,926,018  6,911,673

 サポートサービス売上事業  878,273  742,576  3,665,876

 海外売上事業           －           －           545

 SI売上事業  286,384  257,785  1,566,643

 合 計  5,051,142  4,421,585  20,826,408
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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）

  

  

  

前第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)

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成21年９月30日) 

前連結会計年度  

(自 平成20年７月１日 

  至 平成21年６月30日)

 役員報酬  216,177    215,251  854,887

 給料及び手当  507,616    688,190  2,303,628

 賞与  －  －  316,234

 法定福利費  74,472  100,053  333,287

 福利厚生費  64,163           27,611  152,503

 旅費及び交通費  73,577  75,296  300,318

 採用広告費  180,230  39,828  526,062

 インターンシップ費用  524,155  92,935  1,025,848

 広告宣伝費  108,557           69,075  480,052

 販売手数料  1,760           2,025  2,260

 賃借料  120,960  128,727  526,891

 減価償却費  15,899  23,860  94,707

 研究開発費  186,494  98,406  566,362

 貸倒引当金繰入額  5,179           －  5,806

 賞与引当金繰入額  80,127           101,638  29,949

 のれん償却額  47,162  48,412  191,151

 その他  191,785  198,891  789,017

 合 計  2,398,321  1,910,205  8,498,970

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成22年６月期第１四半期決算短信

- 14 -



重要な後発事象 

株式会社レジェンド・アプリケーションズの株式追加取得による持分法適用関連会社化について 

１．株式追加取得の概要 

 当社は、平成21年７月30日付で株式会社レジェンド・アプリケーションズの株式を取得し、同社と人材交流や技

術交流を積極的に行ってまいりましたが、資本提携の強化により更なる提携効果を追求するため、平成21年10月29

日付で同社株式1,060株を追加取得いたしました。これにより、同社は当社の持分法適用関連会社となりました。 

異動前の所有株式数 1,070株（所有割合10.06％）  

取得株式数     1,060株（取得価額95,400,000円）  

異動後の所有株式数 2,130株（所有割合20.02％）   

取得年月日     平成21年10月29日 

  

２．株式会社レジェンド・アプリケーションズの概要 

(1) 商号        株式会社レジェンド・アプリケーションズ 

(2) 代表者       代表取締役社長 久保 努 

(3) 本店所在地     東京都中央区新川二丁目９番９号 SHビル５階 

(4) 主な事業内容    ソリューション事業およびプロダクト＆サービス事業 

(5) 資本金の額     289百万円 
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