
  

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年３月期第１四半期  2,677  11.3  441  102.4  399  84.5  152  17.7

22年３月期第１四半期  2,405  29.2  218  17.5  216  33.8  129  53.3

  
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 

23年３月期第１四半期  276  85  264  41

22年３月期第１四半期  235  60  228  44

  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 

23年３月期第１四半期  9,042  5,785  63.2  10,386  49

22年３月期  10,345  5,860  56.0  10,541  65

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 5,713百万円 22年３月期 5,796百万円 

  
年間配当金

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 

22年３月期  －        0 00 －     400 00  400  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －     480 00  480  00

  （％表示は、通期は対前期増減率、第２四半期（累計）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（累計）  7,200  11.6  1,320  23.0  1,290  20.3  720  18.0  1,309  47

通期  16,500  18.1  3,800  25.2  3,750  24.6  2,250  22.0  4,092  10



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     － 社 （社名）          除外    － 社  （社名） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

   （注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判 

断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。そのため、こ

の業績予想に全面的に依拠して投資等の判断を行うことは差し控え下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 589,955株 22年３月期 589,955株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 39,818株 22年３月期 40,115株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 549,948株 22年３月期１Ｑ 548,870株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

ⅰ.当期の経営成績   

 当第１四半期連結会計期間の業績は、 

となりました。 

 当連結会計期間の業績において特記すべき事項は以下のとおりであります。 

① 当連結会計期間は、売上高、営業利益、経常利益、純利益ともに前年同四半期を上回る業績となりました。 

  売上高においては、ＵＭＳ（サービス）が堅調に推移したことにより、2,677,754千円（前年同四半期2,405,882千

円、前年同四半期比11.3％増）と前年同四半期を上回りました。 

 また、利益面においては、ＵＭＳ（導入）での高採算案件の影響により、全体の売上総利益率は51.4％(前年同四半

期44.2％）と大きく改善しました。一方、販売費及び一般管理費は935,167千円（前年同四半期844,007千円）と金額

ベースでは増加しましたが、売上高に対する販売費及び一般管理費の比率は、34.9％と前年同四半期35.1％を下回る

水準で抑えることができました。 

 その結果、営業利益は441,644千円（前年同四半期218,208千円、前年同四半期比102.4％増）、経常利益は399,899

千円（前年同四半期216,725千円、前年同四半期比84.5％）と大きく前年同四半期を上回る結果となりました。 

 四半期純利益においては、特別損失に資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額128,329千円を計上した影響もあ

り、152,254千円（前年同四半期129,312千円、前年同四半期比17.7％増）となりました。 

② 報告セグメント別では、システムインテグレーションの売上高は662,922千円（前年同四半期465,224千円）とな

り堅調に推移しました。さらに、売上総利益についても前期に発生した不採算案件がなくなったため利益率が改善し

327,169千円（売上高総利益率49.4％）となりました。 

 システム保守の売上高は、378,200千円（前年同四半期407,978千円）と、前年同四半期を若干下回る結果となりま

したが、売上総利益については186,047千円（前年同四半期186,351千円）とほぼ前年同四半期と同水準を維持しまし

た。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、412,793千円（前年同四半期776,571千円）と大口案件がなかったため前年同四半期を

大きく下回りました。しかし、高採算案件の影響により売上総利益は308,223千円（売上高総利益率74.7％）と前年同

四半期を上回っております。 

 一方、継続型サービス収入であるＵＭＳ（サービス）に関しては、大証ＦＸ関連の案件数の拡大などから売上高は

1,188,122千円（前年同四半期741,808千円）と増収増益に貢献し、売上総利益は519,655千円となりました。  

③ 売上の分野別では、インターネット取引の売上高が1,685,295千円（前年同四半期1,697,024千円）と前年同四半期

を若干下回りました。インターネット取引は、従来から好調に推移していたＦＸ取引システムに加えて、ＦＸと同じ

差金決済ビジネスとして今後の成長が期待されるＣＦＤ取引システムなど今後の成長が見込まれる分野に注力してい

きます。 

  また、ディーリング分野では、当期は大型案件はありませんでしたが、メガバンク向けのリピートオーダーを中心

に安定的に推移しました。  

④ 当第１四半期連結会計期間末における受注残高は、7,785,138千円（前年同四半期末比101.7％）となり、当期の

受注状況は順調に推移しております。特に、取引所ＦＸサービスに関しては、大和証券が「ＳＰＲＩＮＴ Ｐｒｏ」く

りっく３６５版の採用を決定しております。また、野村證券は、同社の「野村ジョイ」上の「大証ＦＸ」及び「くり

っく３６５」サービスにおいて、リッチクライアントＰＣ版「ＳＰＲＩＮＴ Ｐｒｏ」とウェブブラウザ版「ＳＰＲＩ

ＮＴ Ｂａｓｉｃ」の新規採用を決定しました。これにより、大証ＦＸ対応版「ＳＰＲＩＮＴ」の採用社数は合計１０

社に、くりっく３６５対応版「ＳＰＲＩＮＴ」の採用社数は合計９社になる予定です。今後も更なる拡大につながる

よう積極的な提案活動を通じて案件の掘り起こしに注力していきます。  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結純利益 

2,677,754

441,644

399,899

152,254

千円 

千円 

千円 

千円 

（前年同期比   ％増）

（前年同期比  ％増）

（前年同期比   ％増）

 （前年同期比   ％増）

11.3

102.4

84.5

17.7
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 ⅱ.報告セグメント別の業績 

報告セグメント別の売上及び売上総利益率の推移を示すと以下のとおりになります。 

① 売上の報告セグメント別の概況  

  

＊１ ＵＭＳとは、Universal Market Serviceの略で、顧客の収益等にリンクした形の契約となっているサ 

ービス全般を指します。 

＊２  大半がハードウェアなどの物品販売によるものであります。 

  

② 売上の分野別の概況  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当四半期連結会計期間末の資産合計は、9,042,640千円（対前連結会計年度末比1,302,757千円減少）となりまし

た。売掛金や未収入金の減少などにより流動資産が1,157,451千円減少したことと、資産除去費用などの計上により敷

金保証金が134,243千円減少したことなどによるものです。 

 負債合計は、3,257,368千円（対前連結会計年度末比1,227,194千円減少）となりました。これは主に未払法人税等

が570,753千円、未払金が651,004千円それぞれ減少したことによるものです。 

 また、純資産合計は、5,785,272千円（対前連結会計年度末比75,562千円減少）となり、自己資本比率は63.2％（前

連結会計年度末は56.0％）と改善しました。自己資本比率は高く、安定的な財務バランスを保っていると分析してい

ます。 

  

   ② キャッシュフローの状況 

 当四半期連結会計期間における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、営業活動による

キャッシュ・フローが増加した一方で、財務活動によるキャッシュ・フローが減少しましたが、前連結会計年度末に

比べ233,675千円増加し、当連結会計期間末には2,956,636千円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、614,323千円の資金取得（前年同四半期734,890千円の資金使用）となりました。これは、主に税

金等調整前当期純利益268,608千円、減価償却費126,869千円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額128,329千円

を計上し、また売上債権の減少786,254千円、未収入金の減少905,036千円が発生したことから資金を得た一方で、棚

卸資産の増加226,099千円、未払金・未払費用の減少788,397千円、法人税等の支払695,203千円が発生したことによる

資金の減少を反映したものであります。 

  前年同四半期 当第１四半期 
  増減   

（千円） 
  売上 利益率 売上 利益率 

  （千円） (％) （千円） (％) 

システムインテグレーション 465,224 21.3% 662,922 49.4% 197,697

システム保守 407,978 45.7% 378,200 49.2% △29,777

ＵＭＳ(導入) ＊１ 776,571 37.5% 412,793 74.7% △363,777

ＵＭＳ(サービス) ＊１ 741,808 63.5% 1,188,122 43.7% 446,313

その他    ＊２ 14,300 100.0% 35,715 100.0% 21,414

総合計 2,405,882 44.2% 2,677,754 51.4% 271,871

  前年同四半期売上 当第１四半期売上 増減 

  (千円) (千円)  （千円） 

ディーリングシステム     673,893  707,605  33,712

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 20,664  149,659  128,995

インターネット取引システム 1,697,024  1,685,295  △11,728

その他 14,300  135,193  120,892

計 2,405,882  2,677,754  271,871
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、38,394千円の資金使用（前年同四半期285,699千円の資金使用）となりました。これは主に、有形

固定資産の取得33,556千円、無形固定資産の取得6,060千円により資金が減少した一方で、投資有価証券の売却1,222

千円の資金の増加を反映したものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、341,107千円の資金使用（前年同四半期267,803千円の資金使用）となりました。これは主に、長

期借入金の返済として125,000千円、配当金支払として220,106千円が発生したことによる資金の減少を反映したもの

であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 ① 業績予想   

  平成22年５月10日に発表した平成23年３月期の業績予想に変更はありません。 

  

 ② 受注残高(連結ベース）                   （％表示は、対前年同四半期増減率）  

(注)１．保守等の継続契約については、1年以内に売上が計上されることが確実な受注のみを受注残高と

しております。  

２．ＵＭＳ（サービス）売上につきましては、通常、固定売上＋インセンティブ売上となっておりま

すが、固定売上部分のみを受注残高としております。  

３. 当期の売上計上予定につきましては、「当期末までに検収する予定の売上」と「来期以降に検収

する予定の進行基準売上」が見込まれますが、上記では「当期末までに検収する予定の売上」の

みを当期売上計上予定分としております。  

４．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 税金費用については、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。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業利益及び経常利益は5,110千円減少し、税金等調整前四半期純利益は133,439千円減少しており

ます。 

  

（「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表 

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）を 

適用しております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

  受注残高 うち当期売上計上予定分 

  百万円 ％ 百万円 ％ 

平成23年３月期第１四半期 7,785 ( 1.7)  6,324 (△1.0) 

平成22年３月期第１四半期 7,656 ( 3.8)  6,389  (  4.1) 

（参考）平成22年３月期 7,440 (15.6) － － 

２．その他の情報
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（企業結合に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「「研究開発費等に係る会計基 

準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準 

第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及 

び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月 

26日）を適用しております。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書） 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用 

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適 

用により、当第１四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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３．四半期連結財務諸表 
（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22年６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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,956,636 2,722,960

売掛金 654,514 1,440,769

未収入金 981,072 1,886,108

仕掛品 249,319 23,220

繰延税金資産 265,000 265,000

その他 354,212 280,149

流動資産合計 5,460,755 6,618,207

固定資産   

有形固定資産 949,505 917,927

無形固定資産 291,322 306,388

投資その他の資産   

投資有価証券 1,325,227 1,382,625

長期前払費用 129,569 111,421

敷金及び保証金 635,843 770,086

保険積立金 2,330 2,330

繰延税金資産 164,277 152,600

その他 83,810 83,810

投資その他の資産合計 2,341,058 2,502,874

固定資産合計 3,581,885 3,727,190

資産合計 9,042,640 10,345,397

負債の部   

流動負債   

買掛金 506,712 676,221

短期借入金 500,000 500,000

未払金 402,690 1,053,695

未払費用 39,354 76,286

未払法人税等 281,607 852,360

前受金 245,656 175,219

賞与引当金 87,813 －

役員賞与引当金 28,870 －

開発損失引当金 2,935 －

その他 236,727 100,779

流動負債合計 2,332,368 3,434,563

固定負債   

長期借入金 925,000 1,050,000

固定負債合計 925,000 1,050,000

負債合計 3,257,368 4,484,563
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,480 368,480

資本剰余金 316,900 316,900

利益剰余金 6,650,546 6,726,102

自己株式 △1,621,490 △1,633,585

株主資本合計 5,714,437 5,777,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,967 21,600

為替換算調整勘定 △4,410 △3,279

評価・換算差額等合計 △443 18,320

新株予約権 71,231 64,570

少数株主持分 45 45

純資産合計 5,785,272 5,860,834

負債純資産合計 9,042,640 10,345,397
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 2,405,882 2,677,754

売上原価 1,343,667 1,300,942

売上総利益 1,062,215 1,376,812

販売費及び一般管理費 844,007 935,167

営業利益 218,208 441,644

営業外収益   

受取利息及び配当金 16,398 5,568

為替差益 － 145

雑収入 0 329

営業外収益合計 16,399 6,042

営業外費用   

支払利息 7,456 3,976

為替差損 133 －

持分法による投資損失 10,291 35,811

会社分割関連費用 － 8,000

営業外費用合計 17,881 47,787

経常利益 216,725 399,899

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,559 －

特別利益合計 7,559 －

特別損失   

固定資産除売却損 － 2,780

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 128,329

投資有価証券売却損 － 181

特別損失合計 － 131,291

税金等調整前四半期純利益 224,285 268,608

法人税、住民税及び事業税 94,973 116,354

法人税等合計 94,973 116,354

少数株主損益調整前四半期純利益 129,312 152,254

少数株主利益 － －

四半期純利益 129,312 152,254
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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21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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   

税金等調整前四半期純利益 224,285 268,608

減価償却費 111,351 126,869

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 128,329

投資有価証券売却損益（△は益） － 181

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,559 －

受取利息及び受取配当金 △16,398 △5,568

支払利息 7,456 3,976

為替差損益（△は益） 1,553 15

持分法による投資損益（△は益） 10,291 35,811

有形固定資産除売却損益（△は益） － 2,780

開発損失引当金の増加(△は減少） － 2,935

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 14,092 28,870

賞与引当金の増減額（△は減少） 45,095 87,813

売上債権の増減額（△は増加） 502,604 786,254

未収入金の増減額（△は増加） △234,632 905,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △310,396 △226,099

仕入債務の増減額（△は減少） △187,942 △169,508

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △497,558 △788,397

前受金の増減額（△は減少） 110,954 70,437

その他 △41,601 51,146

小計 △268,404 1,309,493

利息及び配当金の受取額 16,398 5,568

利息の支払額 △7,456 △5,535

法人税等の支払額 △475,428 △695,203

営業活動によるキャッシュ・フロー △734,890 614,323

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 △205,933 △33,556

無形固定資産の取得による支出 △79,765 △6,060

投資有価証券の売却による収入 － 1,222

投資活動によるキャッシュ・フロー △285,699 △38,394

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △125,000 △125,000

ストックオプションの行使による収入 － 3,999

配当金の支払額 △142,803 △220,106

財務活動によるキャッシュ・フロー △267,803 △341,107

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,021 △1,145

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,290,414 233,675

現金及び現金同等物の期首残高 2,955,727 2,722,960

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,665,312 2,956,636

（株）シンプレクス・テクノロジー（4340）　平成23年3月期第1四半期決算短信

-　9　-



該当事項はありません。  

  

  

① 報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会及び経営会議が

経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、金融機関の収益業務に関わるシステムのコンサルティングからシステム開発、保守・運用までの全工程の

サービスを行っており、金融機関の要望に沿ったオーダーメイドのシステム開発を行うシステムインテグレーション

事業と、当社が企画・開発・運用・保守するシステムをサービスとして複数の金融機関に提供するユニバーサル・マ

ーケット・サービス事業（ＵＭＳ事業）の２つの事業を展開しております。 

 したがって、当社は事業別・工程別のセグメントから構成されています。すなわち、システムインテグレーション

事業のコンサルティング・システム開発工程である「システムインテグレーション」。同事業の保守・運用工程で継

続的な収益である「システム保守」。ＵＭＳ事業の企画・開発・変更工程である「ＵＭＳ（導入）」。同事業の保

守・運用工程で継続的な収益である「ＵＭＳ（サービス）」。この４つを報告セグメントとしております。 

② 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

    （注）「その他」の区分は、主にハードウエアなどの物品販売であります。 

  

③ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容 

（注）全社費用は、販売費及び一般管理費であり報告セグメントに直接帰属しないものであります。 

④ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

 該当事項はありません。 

 （追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成20年

３月21日）を適用しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

 当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） （単位：千円）

  

報告セグメント 

システムインテ
グレーション 

システム 
保守 

ＵＭＳ 
（導入） 

ＵＭＳ 
（サービス） 

その他 
（注）  

計 

売上高             

外部顧客への売上高  662,922  378,200  412,793  1,188,122  35,715  2,677,754

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計  662,922  378,200  412,793  1,188,122  35,715  2,677,754

セグメント利益  327,169  186,047  308,223  519,655  35,715  1,376,812

 （差異調整に関する事項） （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  1,376,812

セグメント間取引消去 － 

のれんの償却額 － 

全社費用（注）  935,167

四半期連結損益計算書の営業利益  441,644

（株）シンプレクス・テクノロジー（4340）　平成23年3月期第1四半期決算短信

-　10　-



 （参考情報）  

  （注）「その他」の区分は、主にハードウエアなどの物品販売であります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（１）生産実績 

当第１四半期連結会計期間の生産実績を報告セグメント別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．金額は製造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。 

   ３. その他については、生産を行っておりませんので該当ありません。  

     

（２）受注状況 

当第１四半期連結会計期間の受注実績を報告セグメント別に示すと、次のとおりであります。 

（注）１．保守等の継続契約については１年以内に売上が計上されることが確実な受注のみを受注残高としており

ます。 

２．金額は販売価格によっております。 

３．ＵＭＳ(サービス)につきましては、通常、固定売上＋インセンティブ売上となっておりますが、固定売

上部分のみを受注残高としております。 

４. 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） （単位：千円）

  

報告セグメント 

システムインテ
グレーション 

システム 
保守 

ＵＭＳ 
（導入） 

ＵＭＳ 
（サービス） 

その他 
（注）  

計 

売上高             

外部顧客への売上高  465,224  407,978  776,571  741,808  14,300  2,405,882

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － 

計  465,224  407,978  776,571  741,808  14,300  2,405,882

セグメント利益  99,174  186,351  291,124  471,262  14,300  1,062,215

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

報告セグメント別 

当第１四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年６月30日）  

生産高 

（千円） 

前年同四半期比 

(％)   

システムインテグレーション  484,775 78.4

システム保守 192,152 86.0

ＵＭＳ(導入) 176,970 34.2

ＵＭＳ(サービス) 669,008 230.9

合計 1,522,907 92.4

報告セグメント別 

当第１四半期連結会計期間 

（自 平成22年４月１日    

  至 平成22年６月30日） 

受注高 

（千円） 

前年同四半期比 

(％)  

受注残高 

（千円） 

前年同四半期比

(％)  

システムインテグレーション 568,439 37.1  1,769,431 90.2

システム保守 443,041 84.0  1,567,902 92.3

ＵＭＳ(導入) 682,388 67.7  564,655 34.2

ＵＭＳ(サービス) 1,319,788 176.6  3,738,421 166.2

その他 8,815 △4.6  144,728 152.5

合計 3,022,473 83.4  7,785,138 101.7
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