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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 14,710 △3.9 1,035 12.2 836 1.4 308 100.2
21年6月期第3四半期 15,314 ― 922 ― 825 ― 153 ―

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3四半期 708.49 ―
21年6月期第3四半期 345.15 ―

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3四半期 21,163 13,499 63.1 30,698.82
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3四半期  13,348百万円 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）
90.00 90.00

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 21,470 3.1 1,640 35.9 1,400 35.7 650 183.7 1,494.90
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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22年１月28日に公表いたしました連結業績予想について、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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 434,811株 21年6月期第3四半期 445,892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、世界的な景気後退の影響からいち早く回復を見せつつあるア

ジアを中心とした海外新興国からの需要増加や、政府の景気対策などを背景とした持ち直しの動きが一部において

みられたものの、不安定な雇用情勢や個人消費の落ち込みが続き、依然として先行きの不透明な状況で推移しまし

た。 

ソフトウエア関連の投資が継続して緩やかな減少を続ける中、当社グループの第３四半期連結会計期間（平成22

年１月～３月）においては売上高が前年同四半期を上回り、コスト削減型の製品を提供する当社への引き合いが本

格的に実現化されつつあります。しかし当第３四半期連結累計期間を通しては、直近の売上増が第１および第２四

半期連結会計期間の売上の落ち込みを補うまでには至らず、当社グループの売上高は14,710百万円（前年同四半期

比3.9％減）、売上総利益は6,834百万円（前年同四半期比8.0％減）、売上高総利益率は46.5％となりました。 

当第３四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55社（累計814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、「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」Webサービスは33社（累計461社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プロジェクト管理は41社（累計384

社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Identity Management（アイデンティティマネジメント）は３社（累計６社）にそれぞ

れ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132社（前年同四半期137社）とな

りました。 

次に、HRシリーズと並ぶ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22

社（前年同四半期25社）となりました。製品別では「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Financial Management（フィナンシャル

マネジメント）は５社（累計83社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビジネスマネジメント）は６社

（累計75社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジメント）は７社（累計65社）、「ＣＯＭ

ＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は４社（累計33社）に新規導入されました。「ＣＯＭＰ

ＡＮＹ®」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社です。 

また、Ariel Air One for「ＣＯＭＰＡＮＹ®」（アリエルエアワンフォーカンパニー）は12社（累計51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。  

 なお、「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社となっております。 

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。 

さらに第２四半期連結会計期間に先行出荷いたしました新製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」EC（eコマース）シリーズ

（平成22年３月正式出荷開始）の新規導入社数は４社となりました。 

この結果、プロダクト売上事業部門においては、売上高5,372百万円（前年同四半期比15.4％減）となり、売上

総利益2,491百万円（前年同四半期比23.3％減）、売上高総利益率46.4％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5,980百万円（前年同四半

期比18.3％増）、売上総利益3,370百万円（前年同四半期比12.8％増）、売上高総利益率56.4％を計上いたしまし

た。 

サポートサービス売上事業部門は、売上高2,822百万円（前年同四半期比4.0％増）となりました。当該事業に関

しまして、当社グループではBPO（ビジネスプロセスアウトソーシング）その他のサービスに注力すべく、平成22

年３月に株式会社ワークスビジネスサービスを設立、同社は当社グループの連結子会社となっております。 

SI売上事業部門は、売上高534百万円（前年同四半期比55.2％減）となりました。 

原価および経費については、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大幅な削減を計画

的に実施しております。当第３四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268名、17.0％増）といった原価・経費の増加要因があったにもかかわらず、売上原価7,875百

万円（前年同四半期比0.1％減）、販売費及び一般管理費5,799百万円（前年同四半期比10.9％減）を計上、原価・

経費の削減が効果をあげており、当第３四半期連結累計期間の営業利益は1,035百万円（前年同四半期比12.2％

増）となりました。 

原価および経費の抑制を継続する一方、当社グループでは、先端技術への対応および社内体制の強化に注力すべ

く、積極的に研究開発および採用活動を行っております。 

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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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288百万円計上、前年同四半期比で39.2％減少して

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たものです。当第３四半期連結累計期間においては、SCM製品やEC（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を行

っております。 

また、採用面においては、当第３四半期連結累計期間のインターンシップ費用は271百万円（前年同四半期比

71.8％減)、採用広告費は315百万円（前年同四半期比29.4％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、学生や社会人を対象としたインター

ンシップを行ってまいりました。しかし当社独自の採用手法を続けてきた結果として、学生および社会人求職者に

対し高い認知度を得ることができたことから、現在では、これまでと同様の優秀な人材の採用を、より低いコスト

で実行できる手法へと転換しております。 

営業外費用には持分法による投資損失123百万円および長期借入金に対する支払利息32百万円を計上しており、

経常利益は836百万円（前年同四半期比1.4％増）となっております。 

さらに、一部プロジェクトの中断による契約解除受入損152百万円および持分法による投資損失53百万円を、そ

れぞれ特別損失に計上いたしました。持分法による投資損失については、一部の持分法適用関連会社について当面

の事業環境と経営成績とを考慮し、当該関連会社に対するのれん相当額を減損処理したことによるものです。この

結果、税金等調整前四半期純利益は595百万円（前年同四半期比9.8％増）、四半期純利益は308百万円（前年同四

半期比100.2％増）となりました。 

（※）クラウドコンピューティング 

インターネットなどのネットワークを経由して、各種ソフトウエアやサービスを利用する技術を指しており

ます。 

  

当社グループの純資産は、前連結会計年度末から141百万円増加し、当第３四半期連結会計期間末には13,499百

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

1,227百万円減少し、当第３四半期連結会計期間末には5,870百万円となりました。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379百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益を595百万円計

上したことに加え、非資金項目である賞与引当金の増加額408百万円や減価償却費174百万円などといった資金の増

加要因があった一方、前受金の減少額967百万円や販売目的のソフトウエアの増加額830百万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471百万円となりました。これは主に、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244百万円や関係会社株式の取得による支出202百万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３四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376百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出220百万円が

あったことや配当金の支払額159百万円があったことによるものであります。 

なお、当第３四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３四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

３四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年内返済予定

の長期借入金）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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当社の第３四半期連結会計期間（平成22年１～３月）においては、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事業計画に基づいて投資予算が執行されるため、投資に対する

慎重な姿勢が続くと想定しておりましたが、こうした想定に加えて、非常に多くの企業が来期の事業計画の策定に

多くの時間を費やしたことが重なり、ソフトウエア関連の投資に対する最終意思決定の優先順位が下げられる結果

となりました。 

当社は、このような不透明な経済環境や企業活動の一時的な混乱状況への対応策として、前連結会計年度から継

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行っており、当第３四半期連結会計期間におい

ても着実にその効果が表れております。 

そのため、当第３四半期連結累計期間においては売上高が前年同期比で微減となったものの、営業利益、経常利

益および四半期純利益は前年同期比でプラスに転じており、収益性は回復傾向にあります。 

第４四半期連結会計期間（平成22年４～６月）以降においては、多くの国内大手企業において、長期間にわたり

抑制されていた投資予算が執行可能な状況になると想定していることから受注の回復を見込んでいるものの、第３

四半期連結累計期間（平成21年７月～平成22年３月）までの売上高の減少を鑑みて、平成22年６月期の業績予想の

修正を行う結果となりました。 

なお連結業績予想につきましては、平成22年４月１日に株式取得を行い連結子会社化した、株式会社セキスイビ

ジネスアソシエイツの業績が反映されております。また、個別の業績予想の修正理由は連結業績予想の修正と同様

の理由となりますが、連結業績予想との差異については株式会社セキスイビジネスアソシエイツの業績の影響とな

ります。 

当社の配当額は、当社個別の当期純利益を基準とした配当性向（10％程度）により決定するため、業績予想にあ

わせ、配当予想も修正しております。 

（ご参考）平成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）  

※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

  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 

通期 17,340百万円 1,170百万円 1,130百万円 350百万円 804円95銭 
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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３四半期連結会計期間末の貸倒実績率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 

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。 

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３四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３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,870,366 7,098,018

受取手形及び売掛金 5,224,205 5,373,796

たな卸資産 110,316 223,751

繰延税金資産 413,651 536,700

その他 530,540 627,096

貸倒引当金 △74,600 △74,801

流動資産合計 12,074,479 13,784,561

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 123,005 171,501

工具、器具及び備品（純額） 108,093 152,064

その他（純額） 37,144 44,742

有形固定資産合計 268,243 368,308

無形固定資産   

ソフトウエア 5,076,008 4,085,575

のれん 1,795,839 1,933,712

その他 9,217 9,820

無形固定資産合計 6,881,065 6,029,108

投資その他の資産   

投資有価証券 382,151 362,956

関係会社社債 298,058 293,933

敷金及び保証金 1,043,437 1,079,770

繰延税金資産 215,379 188,646

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 1,939,667 1,925,947

固定資産合計 9,088,976 8,323,365

資産合計 21,163,455 22,107,927
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 99,770 203,066

1年内返済予定の長期借入金 440,000 440,000

未払金 447,404 531,311

未払法人税等 213,738 203,728

前受金 3,699,677 4,667,013

賞与引当金 505,737 96,834

その他 502,339 587,987

流動負債合計 5,908,667 6,729,943

固定負債   

長期借入金 1,540,000 1,760,000

長期未払金 185,015 224,739

その他 30,392 35,456

固定負債合計 1,755,407 2,020,195

負債合計 7,664,075 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 6,731,160 6,583,979

株主資本合計 13,357,463 13,210,282

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △9,277 △5,719

評価・換算差額等合計 △9,277 △5,719

少数株主持分 151,194 153,224

純資産合計 13,499,380 13,357,788

負債純資産合計 21,163,455 22,107,927
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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）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 15,314,834 14,710,015

売上原価 7,884,182 7,875,234

売上総利益 7,430,652 6,834,780

販売費及び一般管理費 6,507,704 5,799,281

営業利益 922,947 1,035,499

営業外収益   

受取利息及び配当金 22,359 11,785

その他 2,371 3,808

営業外収益合計 24,730 15,593

営業外費用   

支払利息 7,995 32,598

持分法による投資損失 55,532 123,690

事務所移転費用 30,611 27,084

自己株式取得手数料 9,764 －

その他 18,392 30,955

営業外費用合計 122,296 214,328

経常利益 825,381 836,764

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 200

特別利益合計 － 200

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 36,390

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 234,052 152,055

持分法による投資損失 － 53,515

特別損失合計 283,373 241,960

税金等調整前四半期純利益 542,007 595,004

法人税等 377,852 298,972

少数株主利益又は少数株主損失（△） 10,256 △12,029

四半期純利益 153,899 308,060
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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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成22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 542,007 595,004

減価償却費 176,485 174,379

有形固定資産売却損益（△は益） 5 －

有形固定資産除却損 30,233 36,390

のれん償却額 142,738 137,873

持分法による投資損益（△は益） 55,532 177,205

持分変動損益（△は益） 6,265 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 310,964 408,902

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,292 △200

受取利息及び受取配当金 △22,359 △11,785

支払利息 7,995 32,598

コミットメントフィー 13,916 15,931

M&A関連費用 1,850 14,729

売上債権の増減額（△は増加） △836,237 149,590

たな卸資産の増減額（△は増加） △204,549 113,434

販売目的のソフトウェアの増減額（△は増加） △1,001,523 △830,181

その他の流動資産の増減額（△は増加） △672 131,296

買掛金の増減額（△は減少） △59,077 △103,295

未払金の増減額（△は減少） △299,869 △93,576

前受金の増減額（△は減少） △746,075 △967,336

その他の流動負債の増減額（△は減少） △138,442 △83,723

長期未払金の増減額（△は減少） △855 △39,724

小計 △2,003,374 △142,487

利息及び配当金の受取額 16,576 6,444

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 △928,698 △202,895

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,933,123 △379,421

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 △18,406

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 △244,554

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 △4,655 △12,160

貸付けによる支出 △68,000 △30,000

貸付金の回収による収入 296 302

敷金及び保証金の差入による支出 △246,522 △125,464

敷金及び保証金の回収による収入 82,571 161,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △673,189 △471,231

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 － △7,597

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 － △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 －

少数株主からの払込みによる収入 － 9,999

配当金の支払額 △197,732 △159,399

財務活動によるキャッシュ・フロー 700,581 △376,998

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,905,731 △1,227,651

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 6,834,587 5,870,366
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該当事項はありません。 

前第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３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22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21年７月１日 至 平成22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。 

前第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。 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22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。 

 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

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成22年６月期第３四半期決算短信

-11-



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 

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）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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成22年３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  3,104,349    2,881,071  4,569,525

 保守サービス売上事業  2,067,194  2,609,513  2,740,052

 サポートサービス売上事業  1,577,158  1,763,015  2,140,869

 海外売上事業  －  226  －

 SI売上事業  1,135,479  621,407  1,670,041

 合 計  7,884,182  7,875,234  11,120,487

 部門別 

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年３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    6,351,025  5,372,492    8,681,669

 保守サービス売上事業  5,055,959  5,980,223  6,911,673

 サポートサービス売上事業  2,712,821  2,822,382  3,665,876

 海外売上事業           －  －           545

 SI売上事業  1,195,028  534,916  1,566,643

 合 計  15,314,834  14,710,015  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)

当第３四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

  至 平成22年３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  641,964    650,473  854,887

 給料及び手当  1,538,503  2,001,757  2,303,628

 賞与  135,145  171,098  316,234

 法定福利費  229,008  291,914  333,287

 福利厚生費  135,812  96,760  152,503

 旅費及び交通費  222,130  241,854  300,318

 採用広告費  447,165  315,689  526,062

 インターンシップ費用  964,646  271,750  1,025,848

 広告宣伝費  400,299  153,427  480,052

 販売手数料  2,260  2,905  2,260

 賃借料  390,836  405,621  526,891

 減価償却費  64,958  70,566  94,707

 研究開発費  473,496  288,015  566,362

 貸倒引当金繰入額  5,476  －  5,806

 賞与引当金繰入額  117,643  138,922  29,949

 のれん償却額  142,738  137,873  191,151

 その他  595,619  560,650  789,017

 合 計  6,507,704  5,799,281  8,498,970
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