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1.  22年6月期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期 20,988 0.8 1,444 19.7 1,215 17.8 644 181.4
21年6月期 20,826 3.4 1,206 △65.0 1,031 △70.0 229 △88.5

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 ％ ％ ％

22年6月期 1,482.69 ― 4.8 5.3 6.9
21年6月期 517.07 ― 1.6 4.7 5.8

（参考） 持分法投資損益 22年6月期  △199百万円 21年6月期  △83百万円

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

22年6月期 23,450 13,836 58.4 31,470.29
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  13,683百万円 21年6月期  13,204百万円

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

22年6月期 1,191 △498 △701 7,088
21年6月期 △1,676 △761 △204 7,098

2.  配当の状況 

（注）23年６月期の配当金額は、当社連結当期純利益を基準とした配当性向（10％程度）により決定いたします。 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年6月期 ― ― ― 370.00 370.00 160 71.6 1.2
22年6月期 ― ― ― 90.00 90.00 39 6.1 0.3
23年6月期 

（予想） ― ― ― 250.00 250.00 10.4

3.  23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23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

12,310 28.5 780 34.7 700 57.0 370 88.3 850.94

通期 25,730 22.6 2,060 42.6 1,900 56.3 1,050 62.9 2,414.84
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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）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、30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） 22年6月期 434,811株 21年6月期 434,811株
② 期末自己株式数 22年6月期  ―株 21年6月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年6月期の個別業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期 16,937 △1.6 579 △53.4 556 △53.9 △53 ―
21年6月期 17,211 4.0 1,241 △62.0 1,206 △63.3 544 △72.3

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

22年6月期 △122.74 ―
21年6月期 1,229.42 ―

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 20,629 12,057 58.4 27,731.27
21年6月期 20,357 12,276 60.3 28,234.91

（参考） 自己資本 22年6月期  12,057百万円 21年6月期  12,276百万円

2.  23年6月期の個別業績予想（平成22年7月1日～平成23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）

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 9,140 17.3 50 △89.2 30 △93.3 18 △76.0 41.40

通期 19,200 13.4 500 △13.7 450 △19.1 280 ― 643.96

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成22年６月期決算短信

-2-



(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、世界的な不況に対する経済対策などの政策の効果や、中国をはじめとし

た新興国が牽引する需要の高まりにより、徐々に持ち直しの動きがみられました。しかしながら欧州景気の不安定

化による影響や、国内における雇用や個人消費の低迷など、先行きに対する懸念材料が引き続き存在したことか

ら、国内景気は依然として不透明な状況で推移しました。 

こうした状況下、国内企業においてはコスト削減の動きが広がり、設備投資、特にソフトウエア投資については

総じて抑制傾向が続いた結果、当連結会計年度の売上高は20,988百万円（前年度比0.8％増）と前年同期比微増の

水準に止まり、売上総利益は9,415百万円（同3.0％減）、売上高総利益率は44.9％となりました。 

一方で、費用面については、インターンシップ費用を前年同期比70.0％減となる307百万円に抑えるなど、採用

に係るコストを中心として大幅に圧縮いたしました。その結果、営業利益は1,444百万円（同19.7％増）、経常利

益は1,215百万円（同17.8％増）となり、当期純利益は644百万円（同181.4％増）となりました。 

また、当連結会計年度の売上高が前年同期比微増の水準に止まったものの、一年を通じた売上高の動きは、第１

四半期に前年同期を大幅に下回ったものの、第２四半期以降は増加傾向が続き、第４四半期連結会計期間（平成22

年４月１日～平成22年６月30日）における売上高は前年同期比で13.9％増加しているなど、販売面は回復基調にあ

ります。販売回復についての外部要因としては、国内企業におけるコスト削減活動が一巡し、企業収益の改善の結

果、ソフトウエア投資に対する抑制姿勢が緩和されたことが挙げられます。 

さらに、当社製品の強みとして、当社パッケージソフトウエア製品「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ます。不況下において、企業のIT投資に対する投資効率がより重要視される中、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®」の持つ優位性はさらに存在感を増し

ており、当社製品に対する引き合いは大きく増えております。  

なお、当連結会計年度の売上事業部門別の業績は次のとおりです。  

（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85社（累計844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49社（累計477社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」就労・プ

ロジェクト管理59社（累計402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）６社（累計９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

199社（前年同期211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47社（前年度39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９社（累計87社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Business Management（ビ

ジネスマネジメント）は12社（累計81社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Assets Management（アセットマネジメント）は

15社（累計73社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Cash Management（キャッシュマネジメント）は９社（累計38社）、「Ｃ

ＯＭＰＡＮＹ®」Purchase Management（パーチェスマネジメント）は２社（累計６社）に、それぞれ新規導入され

ました。 

また、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」CRM （カスタマーリレーションシップマネジメント）シリーズにおいて、当連結会

計年度より「ＣＯＭＰＡＮＹ®」EC（ｅコマース）を正式に販売開始しており、新規に６社に導入されました。な

お、その他のCRMシリーズ製品については、当連結会計年度における新規の導入がなく、CRMシリーズ全体の累計導

入社数は16社となりました。 

前連結会計年度において正式に販売を開始した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」SCM（サプライチェーン・マネジメント）シ

リーズについては、「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製品が、それぞれ２社（累計４社）に新規導入されており、ＳＣＭシ

リーズ累計導入社数は８社となりました。  

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18社（累計57社）、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」Learning 

Management （ラーニングマネジメント）は７社（累計42社）に新規導入されております。 

この結果、プロダクト事業売上高は7,861百万円（前年度比9.4％減）となり、売上総利益3,166百万円、売上高

総利益率40.3％を計上いたしました。 

１．経営成績
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（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8,105百万円（前年度比17.3％増）、売上総利益は4,617百万円、売上高総利

益率は57.0％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まいります。 

（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、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズに関わる管理部門業務受託代行の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のほか、当連結会計年度より新たに加わった、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ

の導入有無に関わらず幅広く管理部門業務を受託代行する、シェアードサービス事業により構成されており、「Ｃ

ＯＭＰＡＮＹ®」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4,315百万円（前年度比17.7％増）、売上総利益

1,796百万円、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） 

海外売上事業部門については、売上高、売上総利益ともに百万円未満となりました。現在は海外市場に積極展開

するための準備段階にあります。 

（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、当連結会計年度において、売上高は705

百万円（前年度比55.0％減）、売上総利益は△165百万円、売上高総利益率は△23.4％となりました。 

  

②平成23年６月期の業績見通し 

当社は、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」HRシリーズ、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」会計シリーズ、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」SCMシリー

ズおよび、平成22年６月期より正式販売を開始した「ＣＯＭＰＡＮＹ®」ECシリーズを含めた「ＣＯＭＰＡＮＹ®」

CRMシリーズと、基幹業務パッケージソフトウエアの主要四分野のフルライン化を完了しており、平成23年６月期

においてもプロダクト売上高が収益の柱として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。さらに

サポートサービス売上高においては、平成22年６月期に新たに連結子会社となった株式会社ワークスビジネスサー

ビスおよび株式会社セキスイビジネスアソシエイツが収益増に貢献するものと見込んでおります。一方、費用面で

は、既に採用コスト、外注人件費を中心としたコスト削減を推進しており、コスト効率化により収益を確保する体

制を整えております。 

これらにより、平成23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25,730百万円、営業利益

2,060百万円、経常利益1,900百万円、当期純利益1,050百万円を予想しております。 

なお、個別ベースでは、売上高19,200百万円、営業利益500百万円、経常利益450百万円、当期純利益280百万円

を予想しております。 

  

平成23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  25,730  2,060  1,900  1,050  2,414.84

  個別  19,200  500  450  280  643.96

第２四半期 

連結累計期間 
連結  12,310  780  700  370  850.94

  個別      9,140  50  30  18  41.40
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（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９百万円減

少し、7,088百万円となりました。 

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） 

当連結会計年度において営業活動の結果増加した資金は、1,191百万円となりました。これは主に、税金等調整

前当期純利益945百万円を計上したことに加え、販売目的のソフトウエアの増加572百万円および売上債権の増加

400百万円といった資金の減少要因があったほか、減価償却費280百万円をはじめとする非資金項目の計上や、前受

金の増加310百万円および未払金の増加233百万円といった資金の増加要因があったことによるものです。 

（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、498百万円となりました。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572百万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、701百万円となりました。これは、長期借入金の返済

により440百万円を支出した他、当連結会計年度において当社株主への配当金の支払額が159百万円となったことな

どによります。 

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、当連結会計年度の期末配当金につきましては、当連結会計年度の業績および次年度以降の連結上

の利益の確保を勘案し、１株につき普通配当金90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、当社グループの状況をふまえ、当社連結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、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108百万円程度となります。 

  

（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。 

  平成20年６月期 平成21年６月期 平成22年６月期 

自己資本比率（％） 68.3 59.7 58.4

時価ベースの自己資本比率（％） 275.2 114.9  74.1 

債務償還年数（年） － － 1.5 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 28.0 
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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

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エ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。今後は「中期的な経営戦略」に記載した三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、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ各製品の機能および品質強化、保守サー

ビス売上の確保、そしてサポートサービス売上事業の強化にそれぞれ注力するとともに、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。 

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。 

なお、当連結会計年度における当社グループの売上高は20,988百万円、経常利益は1,215百万円、当期純利益は

644百万円であり、持分法による投資損失を合計で199百万円計上しております。また、当社個別の売上高は16,937

百万円、経常利益は556百万円、当期純損失は53百万円であり、特別損失として関係会社株式評価損486百万円を計

上しております。 

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1,754

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エア「ＣＯＭＰＡＮＹ®」は、ソフトウエア開発を行うエンジニアをその開

発力のしているため、開発要員の採用状況が、新規開発の速度や、製品の機能および品質の高さに影響します。ま

た、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、優れた営業要員やコン

サルタント要員の有無が、新規受注の獲得可否を左右し得る大きな要素となります。 

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
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月の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。 

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た採用枠であり、全国５都市において開催しており

ます。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、ソフトウエ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エ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エ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９社および関連会社８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

港区 
 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エア

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エア

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

港区 
 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 
 100

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エア

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エア

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 

  

東京都

港区 
 100

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エア

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）ワークスビジネスサ

ービス  

（注４）

東京都

港区 
 50

BPOその他の間

接部門業務サ

ービスの受託 

 90.00

当社BPOサービスの協力を得て

いる。 

役員の兼任３名。 

（連結子会社）   

（株）セキスイビジネスア

ソシエイツ  

（注１、４）

大阪府

大阪市 
 50

BPOその他の間

接部門業務サ

ービスの受託 

 

（75.60）

84.00

（株）ワークスビジネスサー

ビス子会社。当社BPOサービス

の協力を得ている。 

役員の兼任２名。 

（持分法非適用非連結子会

社） 

（株）コネクティ 

（注５）

東京都

港区 
 190
ソフトウェア

開発 
 69.83

創業支援プロジェクトにより

出資。 

役員の兼任１名。 

（関連会社）    

（株）スリー・シー・コン

サルティング 

  

東京都

千代田

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エア

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エア

製品開発の協力を得ている。 

役員の兼任なし。 

（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

当社パッケージソフトウエア

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    4,467百万円 

（2）経常利益    870百万円 

（3）当期純利益   473百万円 

（4）純資産額   1,234百万円 

（5）総資産額   2,629百万円 

３．平成21年10月に、株式会社レジェンド・アプリケーションズとの資本提携強化により同社株式を追加取

得した結果、議決権所有割合が20.02％となったため、同社、同社子会社のLegend Applications China 

Holding,Inc.および同社孫会社の北京利衆得応用技術有限公司は、当社の持分法適用関連会社となりまし

た。 

４．平成22年３月に、当社はワークスビジネスサービスを設立し、同社の議決権の90.00％を保有しておりま

す。さらに同社は同年４月に株式会社セキスイビジネスアソシエイツの議決権の84.00％を取得しました。

この結果、これらの２社は当社の連結子会社となりました。 

５．平成22年６月に、当社は株式会社コネクティの株式の49.88％を第三者割当増資により取得し、当社の同

社における議決権所有割合は69.83％となりました。しかしながら、総資産、売上高、当期純損益（持分に

見合う額）および利益剰余金（持分に見合う額）等が、いずれ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、さらに、同社に対する投資は創業支援プロジェクトによるもの

であり、６月末時点において当社の事業上のシナジーがないことから、連結の対象および持分法の適用範

囲からは除外しております。 

６．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。 

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 

（関連会社）    

（株）レジェンド・アプリ

ケーションズ  

（注３）

東京都

中央区 
 289

ソリューショ

ン事業および

プロダクト＆

サービス事業 

 20.02

当社パッケージソフトウエア

製品開発の協力を得ている。 

役員の兼任１名。 

（関連会社） 

Legend Applications China 

Holding, Inc. 

（注１、３）

英国領

ケイマ

ン島 

千 

米国ドル

1,551
中間持株会社 

 

(18.99)

18.99
(株)レジェンド・アプリケー

ションズ子会社 

  

（関連会社） 

北京利衆得応用技術有限公

司 

（注１、３）

中国 

北京市 
 180
ソフトウエア

開発 

 

(18.99)

18.99
(株)レジェンド・アプリケー

ションズ孫会社 

  

（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、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６）

東京都 

目黒区 
 11
ソフトウエア

開発 
 21.43

当社パッケージソフトウエア

製品開発の協力を得ている。 

役員の兼任１名 
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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エア製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの提供を通じて、日本の大手企業

の情報投資効率を向上させ、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、「ＣＯＭＰＡ

ＮＹ®」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エ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エア企業が多く、その人材は研究開発型のソフトウエ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、国内外を問わず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

的には下方硬直性を持ってにます。一方、販売面では、販売先の業種・業態を問わず同一のパッケージソフトウエ

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、販売

状況による費用変動の影響はごくわずかです。 

したがって、当社の経営成績を左右する要因としては、現在は第一が当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの

新規顧客への導入状況であり、「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エ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、以下の三つの軸に沿って事業を展開してまい

ります。 

① 当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの製品内容および販売体制の強化 

 第１の軸は、当社の基幹業務パッケージソフトウエア製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの各製品にお

ける機能および品質の強化、そしてそのシェアの拡大です。 

同シリーズのうち、現在の主力製品である「ＣＯＭＰＡＮＹ®」人事・給与はすでに、人事給与システム国内シ

ェア第１位※１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エ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、会計パッケージシステム国内シェア第２位※２となっておりま

す。 

さらに、当社は、人事・給与、会計に続き、CRM（カスタマーリレーションシップマネジメント）および、SCM

（サプライチェーンマネジメント）分野の製品を出荷しており、基幹業務パッケージソフトウエアの主要四分野の

フルライン化をすでに完了しております。 

今後は、さらに各製品の業務網羅性を高めるべく、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズ各製品の機能拡充および各製

品分野内のラインナップの充実を図るとともに、クラウドコンピューティング※３への対応など、先端技術の研究

開発を積極的に推し進めてまいります。 

そして販売については、海外市場も視野に入れた上で、各製品のシェア拡大に向け、鋭意取り組んでまいりま

す。 

※1 人事給与システム国内シェア第1位：（シェア55.3％）2009年大手企業向け（年商1,000億円以上）人事給与

ソリューションのライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース） 

※2 会計パッケージシステム国内シェア第２位：（シェア15.7％）2009年大手企業向け（年商1,000億円以上）財

務会計ソリューションのライセンス売上高シェア（エンドユーザ渡し価格ベース） 

（※1・※2ともに）出典：株式会社矢野経済研究所調べ 

※3 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 

② 保守サービス売上の確保 

第２の軸は、保守サービス売上の確保です。当社は全ての「ＣＯＭＰＡＮＹ®」導入企業と保守契約を結び、ソ

フトウエアの無償バージョンアップの対価として、毎年一定の保守料金をいただいております。現在、「ＣＯＭＰ

３．経営方針
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ＡＮＹ®」導入企業の累計数は順調に厚みを増しており、保守サービス売上が安定的かつ強固な収益基盤となっ

ております。 

すでにビジネスモデルが確立している分野ではありますが、顧客企業への継続的なメンテナンスサービスを強化

することにより、顧客企業の満足度のさらなる向上を目指します。 

当社グループは当社製品のユーザーである顧客企業を、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、顧客企業とのコミュニケーション強化が今後の成長において も優先すべき課題の一つで

あると認識しております。 

その課題への対応の一環として、当社では顧客企業とのコミュニケーションの場を提供する「ユーザーコミッテ

ィ」を、各製品分野やトピックス、顧客業種ごとに開催しております。ユーザーコミッティは、製品に対する多様

な顧客ニーズを的確に吸い上げ、スムーズに製品の機能強化に対応し、無償バージョンアップにより顧客企業に対

するフィードバックを行うという、共同開発モデルの重要な一端を成しております。 

今後はこうした顧客企業に対する保守サービス体制の強化に努め、保守売上の確実な伸張を目指してまいりま

す。 

③ サポートサービス売上事業の強化 

第３の軸は、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」各シリーズを核としたサポートサービス売上事業の強化です。 

サポートサービスとは、当社の提供するパッケージソフトウエアを導入いただいた顧客企業に対し、製品をいか

に企業戦略に組み込んで活用するかという戦略的企画面から、製品の利用に付随して発生する実際の業務をいかに

進めていくかという運用面まで、各種の切り口から提案を行うサービスです。 

企画面では、ソフトウエア関連の教育・コンサルティング分野として、各担当部門を中心に提案を行う他、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。 

また運用面では、人事、給与、経理業務等のアウトソーシングを受託し、その業務を代行する「BPOサービス」

を積極的に推進してまいります。当サービスについては、当社担当部門の他、株式会社ワークスソリューション

ズ、さらに当連結会計年度に新たに連結子会社となった株式会社ワークスビジネスサービスおよび株式会社セキス

イビジネスアソシエイツが中心となり事業を行っております。 

これら「ＣＯＭＰＡＮＹ®」各シリーズの周辺サービスを強化することにより、これまでよりもきめ細かく顧客

のニーズに対応できることで、顧客満足度の向上につなげるとともに、顧客に対する提案の領域を広げることで、

営業機会の拡大を図ってまいります。 

以上のように、第１の軸にあげた既存の主力製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズの販売拡大および各製品内容の

充実をはかる一方で、「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズのフルライン化の完了に伴い、第２、第３の軸にあげた保守

サービスおよびサポートサービスという既存の顧客企業に対するサービスの強化に注力することにより、着実に成

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や、海外も含め

た新たな市場への参入に鋭意取り組んでまいります。 

(4）会社の対処すべき課題  

当社は、当社製品「ＣＯＭＰＡＮＹ®」シリーズのクラウドコンピューティングへの対応を積極的に進めてまい

ります。当社は、テクノロジー・リーディング・カンパニーとして、技術的な領域における研究を進めるため、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専門に行う先端技術研究部署を設置し、製品の

クラウドコンピューティングへの対応をいち早く進めております。さらに、クラウドコンピューティングへの対応

を進めるにあたり、平成22年６月期には株式会社レジェンド・アプリケーションズを持分法適用関連会社とし、積

極的な人事交流や技術交流を行うことで、 先端のテクノロジーへの取り組みを強化しております。 

(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21年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,098,018 7,014,664

受取手形及び売掛金 5,373,796 6,140,927

たな卸資産 ※1  223,751 ※1  69,348

繰延税金資産 536,700 398,777

その他 ※2  627,096 ※2  944,550

貸倒引当金 △74,801 △6,389

流動資産合計 13,784,561 14,561,879

固定資産   

有形固定資産   

建物 273,621 252,883

減価償却累計額 △102,119 △127,468

建物（純額） 171,501 125,415

工具、器具及び備品 661,151 649,900

減価償却累計額 △509,086 △553,512

工具、器具及び備品（純額） 152,064 96,388

その他 50,652 61,200

減価償却累計額 △5,909 △16,039

その他（純額） 44,742 45,161

有形固定資産合計 368,308 266,964

無形固定資産   

ソフトウエア 4,085,575 5,072,302

のれん 1,933,712 1,754,791

その他 9,820 16,017

無形固定資産合計 6,029,108 6,843,112

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  362,956 ※2  438,295

関係会社社債 293,933 53,154

敷金及び保証金 1,079,770 1,069,779

繰延税金資産 188,646 209,942

破産更生債権等 13,457 13,457

貸倒引当金 △12,816 △12,816

その他 － 6,367

投資その他の資産合計 1,925,947 1,778,179

固定資産合計 8,323,365 8,888,256

資産合計 22,107,927 23,450,135
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,066 563,258

1年内返済予定の長期借入金 440,000 440,000

未払金 531,311 815,809

未払法人税等 203,728 162,228

未払消費税等 95,624 221,876

前受金 4,667,013 4,977,363

繰延税金負債 796 －

賞与引当金 96,834 144,441

その他 491,567 701,305

流動負債合計 6,729,943 8,026,284

固定負債   

長期借入金 1,760,000 1,320,000

長期未払金 224,739 180,775

退職給付引当金  52,968

その他 35,456 33,359

固定負債合計 2,020,195 1,587,104

負債合計 8,750,139 9,613,389

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 6,583,979 7,067,787

株主資本合計 13,210,282 13,694,090

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,719 △10,463

評価・換算差額等合計 △5,719 △10,463

少数株主持分 153,224 153,119

純資産合計 13,357,788 13,836,746

負債純資産合計 22,107,927 23,450,135
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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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高   

プロダクト事業売上高 8,681,669 7,861,860

保守サービス事業売上高 6,911,673 8,105,675

サポートサービス事業売上高 3,665,876 4,315,178

海外事業売上高 545 492

ＳＩ事業売上高 1,566,643 705,355

売上高合計 20,826,408 20,988,562

売上原価   

プロダクト事業売上原価 4,569,525 4,695,400

保守サービス事業売上原価 2,740,052 3,487,800

サポートサービス事業売上原価 2,140,869 2,519,148

海外事業売上原価 － 719

ＳＩ事業売上原価 1,670,041 870,476

売上原価合計 ※1  11,120,487 ※1  11,573,546

売上総利益 9,705,920 9,415,015

販売費及び一般管理費   

役員報酬 854,887 868,099

給料及び手当 2,303,628 2,954,587

賞与 316,234 365,166

法定福利費 333,287 430,302

福利厚生費 152,503 113,715

旅費及び交通費 300,318 343,810

採用広告費 526,062 384,136

インターンシップ費用 1,025,848 307,507

広告宣伝費 480,052 202,145

販売手数料 2,260 3,105

賃借料 526,891 567,390

減価償却費 94,707 100,797

研究開発費 ※2  566,362 ※2  358,902

貸倒引当金繰入額 5,806 372

賞与引当金繰入額 29,949 35,031

のれん償却額 191,151 178,920

その他 789,017 756,852

販売費及び一般管理費合計 8,498,970 7,970,846

営業利益 1,206,949 1,444,168

営業外収益   

受取利息及び配当金 27,274 14,650

受取手数料 806 890

雑収入 2,258 7,797

営業外収益合計 30,340 23,338
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 24,520 42,577

コミットメントフィー 24,245 6,134

持分法による投資損失 84,009 145,545

Ｍ＆Ａ関連費用 2,853 16,520

自己株式取得手数料 9,764 －

事務所移転費用 49,916 35,581

雑損失 10,348 5,429

営業外費用合計 205,659 251,788

経常利益 1,031,631 1,215,719

特別損失   

固定資産売却損 ※3  5 －

固定資産除却損 ※4  37,224 ※4  37,077

持分変動損失 6,265 －

貸倒引当金繰入額 81,601 －

契約解除受入損 240,771 179,654

持分法による投資損失 － 53,515

特別損失合計 365,867 270,247

税金等調整前当期純利益 665,763 945,471

法人税、住民税及び事業税 345,332 153,210

法人税等調整額 85,148 167,677

法人税等合計 430,481 320,887

少数株主利益又は少数株主損失（△） 6,152 △20,104

当期純利益 229,130 644,687
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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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,272,006 3,272,006

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,272,006 3,272,006

資本剰余金   

前期末残高 3,354,297 3,354,297

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,354,297 3,354,297

利益剰余金   

前期末残高 8,834,961 6,583,979

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 229,130 644,687

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 △2,250,981 483,807

当期末残高 6,583,979 7,067,787

自己株式   

前期末残高 △79,649 －

当期変動額   

自己株式の取得 △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 79,649 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 15,381,615 13,210,282

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 229,130 644,687

自己株式の取得 △2,201,721 －

自己株式の処分 35 －

当期変動額合計 △2,171,332 483,807

当期末残高 13,210,282 13,694,090
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 △5,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,335 △4,743

当期変動額合計 △5,335 △4,743

当期末残高 △5,719 △10,463

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △383 △5,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,335 △4,743

当期変動額合計 △5,335 △4,743

当期末残高 △5,719 △10,463

少数株主持分   

前期末残高 147,072 153,224

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,152 △105

当期変動額合計 6,152 △105

当期末残高 153,224 153,119

純資産合計   

前期末残高 15,528,304 13,357,788

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 229,130 644,687

自己株式の取得 △2,201,721 －

自己株式の処分 35 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 816 △4,849

当期変動額合計 △2,170,516 478,958

当期末残高 13,357,788 13,836,746
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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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 665,763 945,471

減価償却費 248,202 280,210

固定資産売却損益（△は益） 5 －

固定資産除却損 37,224 37,077

のれん償却額 191,151 178,920

持分法による投資損益（△は益） 84,009 199,061

持分変動損益（△は益） 6,265 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,917 47,607

貸倒引当金の増減額（△は減少） 87,408 △68,412

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 3,968

受取利息及び受取配当金 △27,274 △14,650

支払利息 24,520 42,577

コミットメントフィー 24,245 6,134

Ｍ＆Ａ関連費用 2,853 16,520

売上債権の増減額（△は増加） △1,329,027 △400,902

たな卸資産の増減額（△は増加） △58,346 154,402

販売目的のソフトウエアの減少額（△増加額） △800,797 △572,494

その他の流動資産の増減額（△は増加） △18,333 △264,912

買掛金の増加額（△減少額） △41,227 105,004

未払金の増減額（△は減少） △306,050 233,627

未払消費税等の増減額（△は減少） △64,908 119,662

前受金の増減額（△は減少） 388,075 310,350

その他の流動負債の増減額（△は減少） 164,219 120,628

長期未払金の増減額（△は減少） △19,708 △43,963

長期前払費用の増減額（△は増加） － 978

小計 △723,810 1,436,868

利息及び配当金の受取額 21,311 11,234

利息の支払額 △24,520 △42,577

コミットメントフィーの支払額 △17,627 △4,635

法人税等の支払額 △931,890 △209,596

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,676,537 1,191,293
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（単位：千円）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 △204,961 △43,504

無形固定資産の取得による支出 △314,742 △572,376

有形固定資産の売却による収入 39 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 70,685

関係会社株式の取得による支出 △3,000 △282,400

投資有価証券の償還による収入 － 247,500

Ｍ＆Ａ関連費用の支出 △4,922 △15,732

敷金及び保証金の差入による支出 △248,921 △189,881

敷金及び保証金の回収による収入 83,050 248,349

貸付けによる支出 △74,000 △30,000

貸付金の回収による収入 6,396 68,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,060 △498,955

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 △440,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,065 △10,505

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 △197,951 △159,674

少数株主への配当金の支払額 － △101,702

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,702 △701,882

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,642,300 △9,544

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期末残高 ※  7,098,018 ※  7,088,473
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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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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20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 

(1) 連結子会社の数  ８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 

株式会社ワークスビジネスサービス 

株式会社セキスイビジネスアソシエイ

ツ 

 株式会社ワークスビジネスサービスに

ついては、平成22年３月に新設したこと

により、株式会社セキスイビジネスアソ

シエイツについては、平成22年４月に株

式取得したことにより、当連結会計年度

より連結の範囲に含めることといたしま

した。   

(2) 主要な非連結子会社の名称等 

主要な非連結子会社 

 株式会社コネクティ 

（連結の範囲から除いた理由）  

 株式会社コネクティは、平成22年６

月に株式追加取得し子会社となりまし

たが、総資産、売上高、当期純損益

（持分に見合う額）および利益剰余金

（持分に見合う額）等は、いずれも連

結財務諸表に重要な影響を及ぼしてい

ないためであります。 

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 

(1）持分法適用の関連会社数  ６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 

株式会社レジェンド・アプリケーショ

ンズ 

Legend Applications China Holding, 

Inc.  

北京利衆得応用技術有限公司   

株式会社レジェンド・アプリケーション

ズ、Legend Applications China 

Holding, Inc.（同社子会社）、北京利

衆得応用技術有限公司（同社孫会社）に

ついては、平成21年10月に株式を追加取

得したことにより、当連結会計年度より

持分法適用の関連会社に含めることとい

たしました。 
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

  (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。 

(2）持分法を適用していない非連結子会社

  および関連会社 

  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。 

  

  (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） 株式会社レビックグローバルは決算

日が当社と異なる９月決算であるた

め、３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。な

お、同社は平成22年より決算期を10月

  から９月へ変更しているため、当連結

会計年度に限り、平成21年５月から平

成22年３月までの変則11ヶ月にて仮決

算を実施いたしました。 

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。 

 株式会社ワークスソリューションズおよ

び株式会社セキスイビジネスアソシエイツ

は決算日が当社と異なり、それぞれ12月決

算および３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。  

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・仕掛品・貯蔵品 

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）  

ロ たな卸資産 

商品・仕掛品・貯蔵品  

同左  
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項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

(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（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 

イ 有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

  ロ 無形固定資産（リース資産を除く） 

（イ）ソフトウエア 

① 市場販売目的のソフトウエア

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）ソフトウエア 

① 市場販売目的のソフトウエア

同左 

  ② 自社利用目的のソフトウエア

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エア

   社内における利用可能期間

(主に５年）に基づく定額法 

  （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 

  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。 

ハ リース資産 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

イ 貸倒引当金 

 債権の貸倒損失に備えるため、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  

  ────── ハ 退職給付引当金 

 連結子会社の株式会社セキスイビジ

ネスアソシエイツについては、従業員

の退職給付に備えるため、当連結会計

年度末における退職給付債務の見込み

額に基づき計上しております。 

(4）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 
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該当事項はありません。 

項目 
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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

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 

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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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日公表分）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。  

（受注製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） 

 受注製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、

当連結会計年度より、「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）を適用し、当連結会計年度に着

手したソフトウエア開発契約から、当連結会計年度末まで

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

税金等調整前当期純利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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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） 

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、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。 

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年６月30日） 

当連結会計年度 
（平成22年６月30日） 

※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品 18,811千円

仕掛品 200,115  

貯蔵品 4,824  

計 223,751  

※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品 48,576千円

仕掛品 20,284  

貯蔵品 487  

計 69,348  

※２．関連会社に対するものは次のとおりであります。 ※２．非連結子会社および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 千円38,000

投資有価証券（株式） 千円274,956

投資有価証券（株式） 千円358,295

（連結損益計算書関係）

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) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※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 

※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。 

千円 8,679

※２．一般管理費に含まれる研究開発費 566,362千円 ※２．一般管理費に含まれる研究開発費 千円358,902

※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 

 ３．      ―――――― 

  

※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。 

 建物 36,386千円 

  工具、器具及び備品 838  

 計 37,224  

 建物 36,039千円 

  工具、器具及び備品 1,037  

 計 37,077  

（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  462,877  －  28,066  434,811

自己株式         

普通株式  604.70  27,461.78  28,066.48  －
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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 

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22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 

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。  

  
（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

  
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  434,811  －  －  434,811

自己株式         

普通株式  －  －  －  －

  
（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21年９月29日 

第13回定時株主総会 
普通株式  160,880  370.00 平成21年６月30日 平成21年９月30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22年９月28日 

第14回定時株主総会 
普通株式  39,132 利益剰余金  90.00 平成22年６月30日 平成22年９月29日
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（注）１．「その他流動資産勘定（短期貸付金）」は、連結子会社である株式会社セキスイビジネスアソシエイツの積

水化学工業グループ内におけるCMS（キャッシュマネジメントシステム）利用によるものであります。 

      ２．株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産および負債の主な内訳 

     株式の取得により新たに連結子会社となった株式会社セキスイビジネスアソシエイツの資産および負債の内

訳ならびに株式の取得価額と取得による収入（純額）との関係は以下のとおりであります。 

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。  

金融商品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。  

有価証券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。 

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） 

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21年７月１日 至 平成22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。 

（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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※ 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 

※ 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21年６月30日現在） （平成22年６月30日現在）

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

現金及び預金勘定 7,014,664千円

その他流動資産勘定（短期貸付金） 73,809  

現金及び現金同等物 7,088,473千円

流動資産 535,672千円 

固定資産 87,741  

流動負債 △511,914  

固定負債 △49,000  

少数株主持分 △10,000  

株式の取得価額 52,500千円 

現金及び現金同等物 123,185  

差引：株式の取得による収入 70,685千円 

（リース取引関係）

（金融商品関係）

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）
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退職給付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。 

 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。 

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） 

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。 

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

ソフトウエア関連事業の売上高、営業利益および資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営業利益

および全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

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） 

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。 

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22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。 

当連結会計年度（自 平成21年７月１日 至 平成22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。 

 関連当事者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。 

（退職給付関係）

（ストック・オプション等関係）

（税効果会計関係）

（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

（関連当事者情報）
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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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１株当たり純資産額 円 銭30,368 51 １株当たり純資産額 円 銭31,470 29

１株当たり当期純利益金額 円 銭517 07 １株当たり当期純利益金額 円 銭1,482 69

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、１株当たり純損失であり、また、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20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  229,130  644,687

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）  229,130  644,687

期中平均株式数（株）  443,129  434,811

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 個）。 25,089

新株予約権４種類（新株予約権の

数 個）。 25,033

１株当たり純資産額     

純資産の部の合計額（千円）  13,357,788  13,836,746

純資産の部の合計額から控除する額  

（千円） 
 153,224  153,119

（うち少数株主持分）  (153,224)  (153,119)

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  13,204,563  13,683,627

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

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） 

当連結会計年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日） 

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21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,119,822 5,528,596

売掛金 4,986,581 ※1  5,520,371

前払費用 215,967 221,256

繰延税金資産 99,658 91,346

関係会社短期貸付金 540,000 328,000

その他 85,769 164,633

貸倒引当金 △74,675 △6,313

流動資産合計 11,973,124 11,847,892

固定資産   

有形固定資産   

建物 210,000 218,404

減価償却累計額 △91,688 △110,382

建物（純額） 118,312 108,021

工具、器具及び備品 517,560 522,679

減価償却累計額 △401,954 △450,151

工具、器具及び備品（純額） 115,605 72,527

その他 － 10,548

減価償却累計額 － －

その他（純額） － 10,548

有形固定資産合計 233,918 191,097

無形固定資産   

商標権 2,647 1,851

ソフトウエア 3,896,619 4,732,896

電話加入権 544 544

無形固定資産合計 3,899,811 4,735,292

投資その他の資産   

投資有価証券 88,000 80,000

関係会社株式 2,263,973 2,200,053

関係会社社債 293,933 53,154

関係会社長期貸付金 388,000 60,000

敷金及び保証金 946,252 973,597

繰延税金資産 269,747 487,754

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 4,250,548 3,855,199

固定資産合計 8,384,278 8,781,590

資産合計 20,357,402 20,629,482
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年６月30日) 

当事業年度 
(平成22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 440,000 440,000

未払金 307,028 230,529

関係会社未払金 351,771 829,606

未払費用 178,454 312,141

未払法人税等 201,111 153,603

未払消費税等 51,476 143,074

前受金 4,513,218 4,801,536

預り金 184,567 223,714

賞与引当金 91,500 116,000

その他 1,424 1,417

流動負債合計 6,320,551 7,251,622

固定負債   

長期借入金 1,760,000 1,320,000

固定負債合計 1,760,000 1,320,000

負債合計 8,080,551 8,571,622

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 5,803,577 5,589,329

利益剰余金合計 5,803,577 5,589,329

株主資本合計 12,282,571 12,068,323

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,719 △10,463

評価・換算差額等合計 △5,719 △10,463

純資産合計 12,276,851 12,057,859

負債純資産合計 20,357,402 20,629,482
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

売上高   

プロダクト事業売上高 ※1  8,319,079 ※1  7,715,733

保守サービス事業売上高 ※1  6,589,277 ※1  7,782,964

サポートサービス事業売上高 2,302,828 ※1  1,437,879

海外事業売上高 545 492

売上高合計 17,211,730 16,937,070

売上原価   

プロダクト事業売上原価 ※1  4,875,212 ※1  5,252,919

保守サービス事業売上原価 ※1  2,467,135 ※1  3,369,565

サポートサービス事業売上原価 ※1  1,515,686 ※1  1,161,421

海外事業売上原価 － 719

売上原価合計 8,858,034 9,784,627

売上総利益 8,353,695 7,152,442

販売費及び一般管理費   

役員報酬 780,600 798,900

給料及び手当 1,835,677 2,386,527

賞与 246,244 294,166

法定福利費 260,381 347,159

福利厚生費 123,906 89,103

旅費及び交通費 263,503 305,143

採用広告費 433,291 361,104

インターンシップ費用 1,025,848 307,507

広告宣伝費 432,898 170,407

販売手数料 ※1  37,456 ※1  11,880

賃借料 507,532 498,333

減価償却費 66,942 62,375

研究開発費 ※2  470,053 ※2  296,365

貸倒引当金繰入額 5,890 422

賞与引当金繰入額 28,240 28,721

その他 ※1  593,499 ※1  615,089

販売費及び一般管理費合計 7,111,968 6,573,207

営業利益 1,241,727 579,235

営業外収益   

受取利息及び配当金 ※1  39,921 ※1  26,221

雑収入 ※1  22,666 ※1  25,279

営業外収益合計 62,588 51,501
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

営業外費用   

支払利息 24,520 42,354

コミットメントフィー 24,245 6,134

Ｍ＆Ａ関連費用 2,853 16,520

自己株式取得手数料 9,764 －

障害者雇用納付金 5,900 －

事務所移転費用 29,046 3,996

雑損失 1,548 5,181

営業外費用合計 97,878 74,187

経常利益 1,206,436 556,550

特別損失   

固定資産除却損 ※3  17,493 ※3  2,882

関係会社株式評価損 － 486,311

貸倒引当金繰入額 81,601 －

契約解除受入損 234,052 179,654

特別損失合計 333,147 668,847

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 873,289 △112,297

法人税、住民税及び事業税 332,195 147,508

法人税等調整額 △3,698 △206,438

法人税等合計 328,496 △58,930

当期純利益又は当期純損失（△） 544,793 △53,367
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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20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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    －  －  12,960  0.2

Ⅱ 労務費 ※１  4,085,832  55.9  5,386,318  69.7

Ⅲ 外注加工費    1,965,337  26.9  1,067,251  13.8

Ⅳ 経費 ※２  1,260,222  17.2  1,262,433  16.3

当期総製造費用    7,311,391  100.0  7,728,963  100.0

他勘定振替高 ※３  4,121,833    4,446,197   

当期ソフトウエア製造
原価 

   3,189,558    3,282,765   

ソフトウエア償却費    1,640,895    1,872,586   

ライセンス料    44,759    97,567   

プロダクト事業売上原
価 

   4,875,212    5,252,919   

            

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 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  

賃金手当 4,023,269 千円

賞与 652,836  

法定福利費 606,316  

福利厚生費 32,110  

賞与引当金繰入額 71,785  

計 5,386,318  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

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  

賃借料 620,775 千円

旅費交通費 262,689  

減価償却費 136,661  

その他 242,306  

計 1,262,433  

※３．他勘定振替高の内訳 ※３．他勘定振替高の内訳 

ソフトウエア 3,651,780 千円

販売費及び一般管理費 470,053  

計 4,121,833  

ソフトウエア 4,149,831 千円

販売費及び一般管理費 296,365  

計 4,446,197  

 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。 

㈱ワークスアプリケーションズ（4329）平成22年６月期決算短信

-36-



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20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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  766,367  49.9  1,104,890  60.6

Ⅲ 外注加工費    444,942  29.0  375,004  20.5

Ⅳ 経費 ※２  323,683  21.1  344,167  18.9

    当期総製造費用    1,535,193  100.0  1,824,061  100.0

    ソフトウエア償却費    931,942    1,545,504   

保守サービス事業売上
原価 

   2,467,135    3,369,565   

            

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

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  

賃金手当 825,080 千円

賞与 133,949  

法定福利費 124,530  

福利厚生費 6,605  

賞与引当金繰入額 14,723  

計 1,104,890  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

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  

賃借料 127,491 千円

旅費交通費 120,511  

減価償却費 21,703  

その他 74,460  

計 344,167  
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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20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22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    113,404  8.7  10,488  0.9

Ⅱ 労務費 ※１  2,494  0.2  3,838  0.3

Ⅲ 外注加工費    1,171,156  90.1  1,138,005  98.4

Ⅳ 経費 ※２  12,838  1.0  4,121  0.4

当期総製造費用    1,299,894  100.0  1,156,454  100.0

ライセンス料    215,792    4,967   

サポートサービス事業売 
上原価 

   1,515,686    1,161,421   

            

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

※１．労務費の内訳 ※１．労務費の内訳 

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  

賃金手当 2,871 千円

賞与 406  

法定福利費 449  

福利厚生費 22  

賞与引当金繰入額 89  

計 3,838  

※２．経費の内訳 ※２．経費の内訳 

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  

賃借料 435 千円

旅費交通費 3,232  

減価償却費 82  

その他 370  

計 4,121  
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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20年７月１日 
至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22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  －  －  719  100.0

当期総製造費用    －  －  719  100.0

海外事業売上原価    －    719   

            

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１．      ──────  ※１．経費の内訳  

  旅費交通費 719千円

計 719  
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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20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 3,272,006 3,272,006

当期変動額   

当期変動額合計 － －

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 3,206,988 3,206,988

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,206,988 3,206,988

資本剰余金合計   

前期末残高 3,206,988 3,206,988

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 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   

前期末残高 7,738,896 5,803,577

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 544,793 △53,367

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 △1,935,318 △214,247

当期末残高 5,803,577 5,589,329

利益剰余金合計   

前期末残高 7,738,896 5,803,577

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 544,793 △53,367

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 △1,935,318 △214,247

当期末残高 5,803,577 5,589,329

自己株式   

前期末残高 △79,649 －
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

当期変動額   

自己株式の取得 △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 79,649 －

当期末残高 － －

株主資本合計   

前期末残高 14,138,240 12,282,571

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 544,793 △53,367

自己株式の取得 △2,201,721 －

自己株式の処分 35 －

当期変動額合計 △1,855,669 △214,247

当期末残高 12,282,571 12,068,323

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 △5,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,335 △4,743

当期変動額合計 △5,335 △4,743

当期末残高 △5,719 △10,463

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △383 △5,719

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,335 △4,743

当期変動額合計 △5,335 △4,743

当期末残高 △5,719 △10,463

純資産合計   

前期末残高 14,137,856 12,276,851

当期変動額   

剰余金の配当 △198,777 △160,880

当期純利益 544,793 △53,367

自己株式の取得 △2,201,721 －

自己株式の処分 35 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5,335 △4,743

当期変動額合計 △1,861,005 △218,991

当期末残高 12,276,851 12,057,859
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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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該当事項はありません。 

該当事項はありません。  

重要な会計方針

項目 
前事業年度 

(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 

同左 

  (2）無形固定資産 

① ソフトウエア 

イ）市場販売目的のソフトウエア 

見込販売数量に基づく方法 

(2）無形固定資産 

① ソフトウエア 

イ）市場販売目的のソフトウエア 

同左 

  ロ）自社利用目的のソフトウエア 

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エア 

社内における利用可能期間 

（主に５年）に基づく定額法 

  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．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 

会計処理方法の変更

表示方法の変更
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年６月30日） 

当事業年度 
（平成22年６月30日） 

         ────── 

  

※１．関係会社に対するものは次のとおりであります。 

      売掛金        千円 

  

 ２．偶発債務 

 債務保証 

 次の関係会社について、債務保証を行っております。

  

259,350

保証先  金額（千円） 内容  

株式会社ワークス

ソリューションズ 
 330,874 仕入債務  

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22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 48,418千円

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

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

売上高 354,439千円

外注加工費 2,174,742千円

ライセンス料 62,424千円

保守料 16,673千円

支払手数料 851千円

販売手数料 10,800千円

管理諸費 23,100千円

教育費 1,718千円

その他（販管費） 7,192千円

受取利息 21,992千円

雑収入 24,089千円

※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、 千円

であります。 

470,053

※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、 千円

であります。 

296,365

※３．固定資産除却損の内訳 ※３．固定資産除却損の内訳 

建物 17,256千円 

工具、器具及び備品 236  

 計 17,493  

建物 2,856千円 

工具、器具及び備品 25  

 計 2,882  
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前事業年度（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、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。 

当事業年度（自 平成21年７月１日 至 平成22年６月30日） 

 自己株式の種類および株式数に関する事項 

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

成22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  604.70  27,461.78  28,066.48  －

  
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  －  －  －  －

（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または純損失金額、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、以下のとおりです。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
(自 平成20年７月１日 

 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１株当たり純資産額 円 銭28,234 91 １株当たり純資産額 円 銭27,731 27

１株当たり当期純利益金額 円 銭1,229 42 １株当たり当期純損失金額 円 銭122 74

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、潜在株式調整後については、１株当たり当期純損

失であり、また、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20年７月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当事業年度 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成22年６月30日) 

１株当たり当期純利益または純損失金額     

当期純利益または純損失（△）（千円）  544,793  △53,367

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または純損失

（△）（千円） 
 544,793  △53,367

期中平均株式数（株）  443,129  434,811

潜在株式調整後１株当たり当期純利益また

は純損失金額 
    

当期純利益または純損失（△）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または純損失の算

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25,089個）。 

新株予約権４種類（新株予約権の

数 個）。 25,033

１株当たり純資産額     

純資産の部の合計額（千円）  12,276,851  12,057,859

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）  12,276,851  12,057,859

期末の普通株式数（株）  434,811  434,811
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（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年７月１日 

至 平成21年６月30日） 

当事業年度 
（自 平成21年７月１日 

至 平成22年６月30日） 

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  

（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21年７月１日 

   至 平成22年６月30日）  

 前年同期比（％） 

 プロダクト売上事業   千円 4,695,400          ％ 102.8

 保守サービス売上事業   3,487,800  127.3

 サポートサービス売上事業  2,519,148  117.7

 海外売上事業           719  －

 SI売上事業  870,476  52.1

 合 計  11,573,546  104.1

 部門別 

当連結会計年度 

（自 平成21年７月１日 

   至 平成22年６月30日）  

 前年同期比（％） 

 プロダクト売上事業   千円 7,861,860    ％90.6

 保守サービス売上事業  8,105,675  117.3

 サポートサービス売上事業  4,315,178  117.7

 海外売上事業           492  90.2

 SI売上事業  705,355  45.0

 合 計  20,988,562  100.8
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