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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 9,578 △9.8 578 △28.2 445 △41.3 196 △4.1
21年6月期第2四半期 10,613 ― 806 ― 759 ― 204 ―

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2四半期 451.88 ―
21年6月期第2四半期 453.92 ―

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2四半期 20,735 13,385 63.8 30,444.94
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2四半期  13,237百万円 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  有   

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 ― 0.00
22年6月期 

（予想）
― 250.00 250.00

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   

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 21,950 5.4 2,600 115.4 2,330 125.9 1,180 415.0 2,713.82
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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６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６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 
１．平成21年７月30日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。 
２．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５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2四半期 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2四半期  ―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2四半期 434,811株 21年6月期第2四半期 451,312株
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 当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、平成20年来の世界的な景気後退の余波から、依然として不透

明な状況で推移いたしました。内閣府による平成21年11月以降の月例経済報告においても、日本経済は緩やかなデ

フレ状況にあり、ソフトウエア投資は緩やかな減少傾向にあると指摘されるなど、企業収益は依然として厳しく、

世界景気の先行きの不透明感に備える状況が続いております。 

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は継続しており、一部の大型案件の受注など業績の

回復傾向は見受けられるものの、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も未だ多いことな

どから、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9,578百万円（前年同四半期比9.8％減）、売

上総利益は4,541百万円（前年同四半期比16.4％減）、売上高総利益率は47.4％となりました。 

当第２四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35社（累計794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19社（累計447社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理は25社（累

計368社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマネジメント）は２社（累計５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81社（前年同四半期83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15社（前年同四半期18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４社（累計82社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビジネスマネジメン

ト）は４社（累計73社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジメント）は４社（累計62

社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は３社（累計32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５社（累計44社）、

「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning Management（ラーニングマネジメント）は３社（累計45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SCM（サプライチェーン・マネジメント）シリーズの新規導

入社数は２社（前年同四半期２社）となりました。製品別では「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメ

ント販売は１社（累計３社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」サプライチェーン・マネジメント調達・仕入は１社（累計３

社）に新規導入されました。 

なお、当第２四半期連結会計期間において新製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」E-Commerce（イーコマース、仮称）が先

行出荷分として４社に新規導入されております。 

この結果、プロダクト売上事業部門においては、売上高3,468百万円（前年同四半期比22.5％減）となり、売上

総利益1,797百万円（前年同四半期比26.6％減）、売上高総利益率51.8％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3,954百万円（前年同四半

期比19.6％増）、売上総利益2,216百万円（前年同四半期比14.7％増）、売上高総利益率56.0％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1,789百万円（前年同四半期比9.8％減）お

よびSI売上事業部門366百万円（前年同四半期比56.7％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

継続して、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ます。当第２四半期

連結累計期間においては、積極的な採用活動による当社連結従業員数の増加（前年同四半期末比355名、23.5％

増）といった原価・経費の増加要因があったものの、結果として、売上原価5,037百万円（前年同四半期比2.7％

減）、販売費及び一般管理費3,962百万円（前年同四半期比14.4％減）を計上しており、原価・経費の削減が効果

をあげております。 

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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その内、採用面においては、当第２四半期連結累計期間のインターンシップ費用は161百万円（前年同四半期比

79.3％減)、採用広告費は246百万円（前年同四半期比26.8％減）と大幅な削減を行いました。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、研究開発面においては、一般管理費に含まれる研究開発費を247百万円（前年同四半期比35.2％減）計上

しております。これは、前連結会計年度においてSCM（サプライチェーンマネジメント）分野における新規開発の

うち２製品が製品化されたことを受け、前年同四半期比で減少したものです。当第２四半期連結累計期間において

は、SCM製品、eコマース（電子商取引）製品等の開発およびクラウドコンピューティングをはじめとする先端技術

等の研究開発が主となっております。 

これらを受け、当第２四半期連結累計期間の営業利益は578百万円（前年同四半期比28.2％減）となりました。

また、営業外費用には持分法による投資損失94百万円および長期借入金に対する支払利息22百万円を計上してお

り、経常利益は445百万円（前年同四半期比41.3％減）となっております。 

さらに、一部の持分法適用関連会社に関して当面の事業環境と経営成績を考慮した結果、同社に対するのれん相

当額を減損処理し、持分法による投資損失53百万円を特別損失に計上したことを受け、税金等調整前四半期純利益

は391百万円（前年同四半期比25.7％減）、四半期純利益は196百万円（前年同四半期比4.1％減）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27百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末には13,385百万

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

1,818百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には5,279百万円となりました。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1,165百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を391百万円

計上したものの、前受金の減少額937百万円や販売目的のソフトウエアの増加額668百万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。 

（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269百万円となりました。これは主に、敷金及び保証金の回収による収入160百万

円といった資金の増加要因があった一方、関係会社株式の取得による支出202百万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161百万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。 

なお、第１四半期連結会計期間において、株式会社レジェンド・アプリケーションズの株式取得額を投資有価証

券の取得による支出として107百万円計上しておりましたが、平成21年10月に同社株式の追加取得を行ったことに

より同社は当社の持分法適用関連会社となったため、当第２四半期連結累計期間においては、追加取得分95百万円

と合わせた202百万円を関係会社株式の取得による支出として計上しております。 

（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383百万円となりました。これは、主に、配当金の支払額158百万円があったこと

や長期借入金の返済による支出が220百万円あ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。また、当第

２四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1,980百万円（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。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第２四半期連結累計期間（平成21年７～12月）における国内大手企業の動向は、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が継続して

おりますが、同時に、コスト削減の追求意欲は継続して高まりつつある状況であることから、投資対効果を重視

する選定姿勢は顕著な状況が続いております。 

このような投資姿勢は、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。 

当第２四半期連結会計期間（平成21年10～12月）においては、新製品の先行出荷開始や一部の大型案件の受注

などの効果により、売上高が第１四半期連結会計期間（平成21年７～９月）と比較して16.6％増の5,156百万円

（うち、プロダクト売上事業部門のは同32.0％増）となるなど、業績の回復傾向は見受けられるものの、第１四

半期連結会計期間の売上高の減少を補うまでにはいたりませんでした。 

なお、当社の第３四半期連結会計期間（平成22年１～３月）においても、多くの国内大手企業において、世界

的な景気後退の影響が見極めにくい状況下において策定した予算計画に基づいて予算が執行されるため、投資に

対する慎重な姿勢は続く可能性があると考えております。 

しかしながら、当社の第４四半期連結会計期間（平成22年４～６月）は、多くの国内大手企業が新しい事業年

度を迎え、業績回復に向けた新たな予算計画に基づいて予算が執行されることから、特にコスト削減を目的とす

る投資へ対しては、慎重な投資姿勢は緩和されるものと考えております。 

そのため、従来から当社が販売を行っていたコスト削減型製品へ対する強い引き合いの実現に加え、前連結会

計年度および当第２四半期連結会計期間において新規に出荷を開始した新製品も業績回復に貢献してくるものと

見込んでおります。 

また、当社が不透明な経済環境に対応するべく前連結会計年度より実施している、外注費・採用広告費を中心

とする原価・経費の大幅な削減は、当第２四半期連結累計期間においてもその効果が大きく表れており、引き続

き当連結会計年度を通じ実行してまいります。 

当連結会計年度の業績見込みといたしましては、上記を踏まえ、売上高21,950百万円、営業利益2,600百万

円、経常利益2,330百万円と予想しております。 

また、当期純利益に関しましては、一部の関連会社の持分法投資損失の発生状況や子会社株式の減損処理の状

況などを鑑み、1,180百万円を見込んでおります。 

（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。 

  

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２四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２四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 

受注制作の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）を第１四半期連結会計期間

より適用し、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から、当第２四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
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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21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,279,122 7,098,018

受取手形及び売掛金 5,573,452 5,373,796

たな卸資産 112,785 223,751

繰延税金資産 414,229 536,700

その他 546,544 627,096

貸倒引当金 △75,021 △74,801

流動資産合計 11,851,113 13,784,561

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 158,966 171,501

工具、器具及び備品（純額） 123,238 152,064

その他（純額） 39,677 44,742

有形固定資産合計 321,882 368,308

無形固定資産   

ソフトウエア 4,861,438 4,085,575

のれん 1,836,886 1,933,712

その他 9,410 9,820

無形固定資産合計 6,707,735 6,029,108

投資その他の資産   

投資有価証券 413,268 362,956

関係会社社債 296,683 293,933

敷金及び保証金 929,737 1,079,770

繰延税金資産 214,565 188,646

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 1,854,896 1,925,947

固定資産合計 8,884,514 8,323,365

資産合計 20,735,628 22,107,927
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 124,109 203,066

1年内返済予定の長期借入金 440,000 440,000

未払金 327,003 531,311

未払法人税等 131,767 203,728

前受金 3,729,714 4,667,013

賞与引当金 111,845 96,834

その他 722,626 587,987

流動負債合計 5,587,067 6,729,943

固定負債   

長期借入金 1,540,000 1,760,000

長期未払金 191,580 224,739

その他 31,910 35,456

固定負債合計 1,763,491 2,020,195

負債合計 7,350,559 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 6,619,581 6,583,979

株主資本合計 13,245,884 13,210,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,091 △5,719

評価・換算差額等合計 △8,091 △5,719

少数株主持分 147,276 153,224

純資産合計 13,385,069 13,357,788

負債純資産合計 20,735,628 22,107,927
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,613,797 9,578,365

売上原価 5,179,499 5,037,238

売上総利益 5,434,298 4,541,126

販売費及び一般管理費 4,627,814 3,962,153

営業利益 806,483 578,973

営業外収益   

受取利息及び配当金 15,521 7,823

その他 1,634 1,344

営業外収益合計 17,155 9,167

営業外費用   

持分法による投資損失 27,317 94,572

支払利息 － 22,949

事務所移転費用 19,303 3,993

自己株式取得手数料 9,764 －

その他 7,253 20,731

営業外費用合計 63,639 142,246

経常利益 759,999 445,894

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 1,263

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 －

持分法による投資損失 － 53,515

特別損失合計 233,281 54,779

税金等調整前四半期純利益 526,718 391,114

法人税等 318,342 200,581

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,514 △5,948

四半期純利益 204,861 196,481
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 526,718 391,114

減価償却費 111,246 113,008

有形固定資産売却損益（△は益） 5 －

有形固定資産除却損 20,193 1,263

のれん償却額 94,325 96,825

持分法による投資損益（△は益） 27,317 148,087

持分変動損益（△は益） 6,265 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,978 15,010

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,571 220

受取利息及び受取配当金 △15,521 △7,823

支払利息 － 22,949

コミットメントフィー 4,027 10,094

M&A関連費用 845 10,631

売上債権の増減額（△は増加） △1,533,963 △199,656

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,863 110,965

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △829,311 △668,205

その他の流動資産の増減額（△は増加） 215,446 118,160

買掛金の増減額（△は減少） 73,085 △78,956

未払金の増減額（△は減少） △200,456 △204,740

前受金の増減額（△は減少） △895,646 △937,299

その他の流動負債の増減額（△は減少） 64,656 136,018

長期未払金の増減額（△は減少） － △33,158

小計 △2,420,078 △955,489

利息及び配当金の受取額 12,631 5,202

利息の支払額 － △22,842

コミットメントフィーの支払額 △17,627 △17,641

法人税等の支払額 △749,943 △174,722

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,175,018 △1,165,493

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 △171,989 △17,439

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 △161,711

関係会社株式の取得による支出 △3,000 △202,400

M&A関連費用の支出 △3,917 △7,799

貸付けによる支出 △53,000 △30,000

貸付金の回収による収入 197 201

敷金及び保証金の差入による支出 △213,200 △11,191

敷金及び保証金の回収による収入 21,382 160,877

投資活動によるキャッシュ・フロー △613,502 △269,462

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 － △5,065

長期借入金の返済による支出 － △220,000

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 △197,351 △158,873

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,399,036 △383,939

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △6,187,558 △1,818,895

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 3,552,759 5,279,122
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 該当事項はありません。 

  

前第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２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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。  

前第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。 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21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。  

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〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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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 

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）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)

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成21年12月31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  2,027,458    1,670,821  4,569,525

 保守サービス売上事業  1,372,463  1,737,807  2,740,052

 サポートサービス売上事業  1,095,126  1,218,761  2,140,869

 海外売上事業  －  －  －

 SI売上事業  684,450  409,847  1,670,041

 合 計  5,179,499  5,037,238  11,120,487

 部門別 

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年12月31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    4,477,559  3,468,228    8,681,669

 保守サービス売上事業  3,305,286  3,954,003  6,911,673

 サポートサービス売上事業  1,983,647  1,789,544  3,665,876

 海外売上事業           －  －           545

 SI売上事業  847,303  366,589  1,566,643

 合 計  10,613,797  9,578,365  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)

当第２四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成21年12月31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  428,912    432,780  854,887

 給料及び手当  1,016,619  1,357,572  2,303,628

 賞与  131,515  152,942  316,234

 法定福利費  151,360  195,367  333,287

 福利厚生費  124,561  72,475  152,503

 旅費及び交通費  150,233  157,106  300,318

 採用広告費  336,543  246,306  526,062

 インターンシップ費用  780,860  161,485  1,025,848

 広告宣伝費  290,419  116,592  480,052

 販売手数料  2,060  2,905  2,260

 賃借料  252,167  265,928  526,891

 減価償却費  38,948  47,063  94,707

 研究開発費  382,163  247,451  566,362

 貸倒引当金繰入額  5,754  220  5,806

 賞与引当金繰入額  27,874  32,456  29,949

 のれん償却額  94,325  96,825  191,151

 その他  413,493  376,673  789,017

 合 計  4,627,814  3,962,153  8,498,970
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