
  

１．平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31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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四半期決算補足説明資料作成の有無：有     

四半期決算説明会開催の有無      ：有     

  （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３四半期  10,418  12.3  1,783  5.5  1,739  4.0  1,019  5.5

22年３月期第３四半期  9,280  14.4  1,690  32.9  1,673  35.3  966  33.6

  
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３四半期  1,847  29  1,778  49

22年３月期第３四半期  1,761 09  1,706  33

  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３四半期  10,491  7,045  62.6  11,855  83

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３四半期 6,567百万円 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  －        0 00 －    

23年３月期（予想） 480 00  480  00

  （％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 
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  15,000  7.4  2,250  △25.8  2,180  △27.6  1,310  △29.0  2,376 06 



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３Ｑ 589,955株 22年３月期 589,955株

②  期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 36,024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３Ｑ 552,152株 22年３月期３Ｑ 548,870株



  

○添付資料の目次

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 …………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  3

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  4

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  6

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  6

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  10

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  10

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  11

４．補足情報 …………………………………………………………………………………………………………………  11

（１）生産実績 ……………………………………………………………………………………………………………  11

（２）受注状況 ……………………………………………………………………………………………………………  12

（株）シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成23年3月期第3四半期決算短信

- 1 -



（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３四半期連結累計期間の業績は、 

となりました。 

 また、責任体制の明確化を図ると共に、機動的かつ柔軟な経営判断を可能にするグループ運営体制を構築するため

平成22年10月１日をもって持株会社体制に移行しました。  

 当連結累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 当連結累計期間は、売上高、営業利益、経常利益、四半期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、10,418,971千円（前年同四半期9,280,979千円）となり前年同四半期を上回る結果（前年同四半

期比12.3％増）となりました。 

 また、利益面においては、システムインテグレーション及びＵＭＳ（導入）の利益率の改善により、全体の売上総

利益率は42.7％(前年同四半期41.5％）と改善しました。一方、販売費及び一般管理費は、研究開発費1,059,115千円

（前年同四半期770,654千円）を計上した影響などにより2,661,264千円（前年同四半期2,163,187千円）、売上高販管

費率25.5％（前年同四半期23.3％）と前年同四半期を上回りました。研究開発費の増加に関しては、今春リリース予

定の次世代ＳＰＲＩＮＴの開発コストが主な要因ですが、開発は計画通り順調に進捗しております。 

 その結果、営業利益は1,783,090千円（前年同四半期1,690,318千円、前年同四半期比5.5％増）、経常利益は

1,739,748千円（前年同四半期1,673,475千円、前年同四半期比4.0％増）と前年同四半期を上回りました。 

 四半期純利益においては、特別利益にバーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化に伴う利益（段

階取得に係る差益）76,413千円、持分法適用関連会社であった株式会社シーエムディーリサーチ株式の売却益24,910

千円を計上し、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、バーチャレクス・コンサルティン

グ株式会社の事務所移転費用68,431千円を計上した結果、1,019,984千円（前年同四半期966,608千円、前年同四半期

比5.5％増）となりました。 

  なお、平成22年８月13日付でバーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化を行っており、当連結累

計期間における影響額は売上高1,389,078千円、営業利益120,983千円の増加要因となっております。 

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3,312,206千円（前年同四半期2,524,728千円）

となり堅調に推移しました。さらに前期に発生した不採算案件がなくなったため、売上高総利益率は40.8％（前年同

四半期35.2％）と前年同四半期より大幅に改善しました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、平成22年８月よりＦＸ取引に対してレバレッジ規制が行われたことによる新規案件の

減少及び前期に大型案件があった反動で減少し、1,239,156千円（前年同四半期2,908,611千円）と前年同四半期を大

きく下回りました。しかし、売上高総利益率は第1四半期に計上した高採算案件の影響により56.1％（前年同四半期

34.5％）と前年同四半期を大幅に上回っております。 

 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関連サービスの取引量低迷による利益

率低下の影響に加え、特定のＦＸ案件において障害が発生し対応工数が増加したことによるコスト増の結果、売上高

総利益率は39.4％（前年同四半期50.7％）と大幅に低下しました。 

③ 売上の分野別では、ディーリングに関しては、当期は複数の大型案件が受注確定まで至りませんでしたが、メガ

バンク向けのリピートオーダーを中心に推移しました。 

 また、ＣＲＭに関しては、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化などの影響により売上高

2,046,294千円（前年同四半期64,674千円）と前年同四半期を大きく上回る結果となりました。 

 一方、インターネット取引に関しては、現行版ＳＰＲＩＮＴの受注を抑制したため、売上高は5,451,568千円（前年

同四半期6,032,630千円）と前年同四半期を下回りました。 

④ 当第３四半期連結会計期間末における受注残高は、連結子会社化したバーチャレクス・コンサルティング株式会

社の受注残高の影響（2,466,663千円）もあり、10,176,916千円（前年同四半期末7,512,055千円、前年同四半期末比

35.5％増）となりました。引き続き大型案件の早期受注に向けた提案活動を積極的に行い、更なる業績拡大につなが

るよう案件の掘り起こしに注力します。   

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 

連結四半期純利益 

10,418,971

1,783,090

1,739,748

1,019,984

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）

12.3

5.5

4.0

5.5
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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 第２四半期連結会計期間より、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化に伴

い新たな報告セグメント（アウトソーシング）を追加しております。  

＊３  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、10,491,786千円（対前連結会計年度末比146,388千円増加）となりました。

これは、現金及び預金が1,369,521千円増加したことと、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化

などの影響でのれんが355,453千円増加し、未収入金が898,126千円、投資有価証券が713,794千円減少したことによる

ものです。 

 負債合計は、3,445,924千円（対前連結会計年度末比1,038,638千円減少）となりました。これは主に、未払法人税

等が662,495千円、長期借入金が316,369千円減少したことによるものです。 

 また、純資産合計は、7,045,861千円（対前連結会計年度末比1,185,026千円増加）となり、自己資本比率は62.6％

（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 

 当四半期連結累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・フロー及び投資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

が減少したことにより、前連結会計年度末に比べ1,349,481千円増加し、当連結会計期間末には4,072,442千円となり

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、1,632,434千円の資金取得（前年同四半期412,068千円の資金取得）となりました。これは、主に

税金等調整前当期純利益1,641,236千円、減価償却費414,630千円、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、売上債権の減少616,647千円、未収入金の減少898,126千円、賞与引当金の増加274,555千円が発生した

ことから資金を得た一方で、棚卸資産の増加268,026千円、未払金・未払費用の減少751,593千円、仕入債務の減少

224,151千円、法人税等の支払1,185,953千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３四半期  増減 
  （千円） 

  

売上 
（千円） 

利益率 
(％) 

売上 
（千円） 

利益率 
(％) 

システムインテグレーション  2,524,728 35.2％ 3,312,206 40.8％ 787,478

システム保守 1,199,928 48.6％ 1,177,386 54.1％ △22,541

ＵＭＳ(導入) ＊１ 2,908,611 34.5％ 1,239,156 56.1％ △1,669,454

ＵＭＳ(サービス) ＊１ 2,574,155 50.7％ 3,589,423 39.4％ 1,015,268

アウトソーシング ＊２ － － 936,419 19.3％ 936,419

その他    ＊３ 73,556 100.0％ 164,377 100.0％ 90,821

総合計 9,280,979 41.5％ 10,418,971 42.7％ 1,137,991

  前年同四半期売上 当第３四半期売上 増減 

  (千円) (千円)  （千円） 

ディーリングシステム     2,725,517  2,531,217  △194,300

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 64,674  2,046,294 1,981,619

インターネット取引システム 6,032,630  5,451,568  △581,061

その他 458,156  389,890  △68,265

計 9,280,979  10,418,971   1,137,991
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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、336,447千円の資金取得（前年同四半期796,738千円の資金使用）となりました。これは主に、有

形固定資産の取得154,544千円、無形固定資産の取得47,876千円、敷金保証金の取得97,916千円により資金が減少した

一方で、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入640,529千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、616,561千円の資金使用（前年同四半期517,234千円の資金使用）となりました。これは主に、長

期借入金の返済として421,255千円、配当金支払として219,576千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10月６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。 

  ５．平成23年３月期第３四半期受注残高には、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の 

    連結受注残高2,466百万円を含んでおります。  

  

  

（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３四半期連結累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） 

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15,399千円減少し、税金等調整前四半期純利益は143,728千円減少してお

ります。 

  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３四半期 10,176 (35.5) 3,509 (40.1) 

平成22年３月期第３四半期 7,512 (5.9) 2,504  (△17.0) 

（参考）平成22年３月期 7,440 (15.6) － － 

２．その他の情報
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（「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） 

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。 

  

（企業結合に関する会計基準等の適用） 

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） 

第１四半期連結会計期間より、「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、「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３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,092,482 2,722,960

売掛金 1,139,162 1,440,769

未収入金 987,982 1,886,108

仕掛品 300,152 23,220

繰延税金資産 235,011 265,000

その他 408,122 280,149

流動資産合計 7,162,913 6,618,207

固定資産   

有形固定資産 816,556 917,927

無形固定資産   

のれん 355,453 －

その他 315,476 306,388

無形固定資産合計 670,929 306,388

投資その他の資産   

投資有価証券 668,830 1,382,625

長期前払費用 66,400 111,421

敷金及び保証金 815,491 770,086

保険積立金 19,451 2,330

繰延税金資産 187,403 152,600

その他 83,810 83,810

投資その他の資産合計 1,841,387 2,502,874

固定資産合計 3,328,873 3,727,190

資産合計 10,491,786 10,345,397

負債の部   

流動負債   

買掛金 452,069 676,221

短期借入金 624,919 500,000

未払金 576,398 1,053,695

未払費用 65,038 76,286

未払法人税等 189,865 852,360

前受金 191,269 175,219

賞与引当金 306,917 －

その他 281,216 100,779

流動負債合計 2,687,694 3,434,563

固定負債   

長期借入金 733,631 1,050,000

負ののれん 24,599 －

固定負債合計 758,230 1,050,000

負債合計 3,445,924 4,484,563
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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 7,384,763 6,726,102

自己株式 △1,466,987 △1,633,585

株主資本合計 6,603,157 5,777,899

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,727 21,600

為替換算調整勘定 △6,117 △3,279

評価・換算差額等合計 △35,845 18,320

新株予約権 82,595 64,570

少数株主持分 395,953 45

純資産合計 7,045,861 5,860,834

負債純資産合計 10,491,786 10,345,397
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 9,280,979 10,418,971

売上原価 5,427,472 5,974,615

売上総利益 3,853,506 4,444,355

販売費及び一般管理費 2,163,187 2,661,264

営業利益 1,690,318 1,783,090

営業外収益   

受取利息及び配当金 25,832 13,113

負ののれん償却額 － 4,099

雑収入 2,212 1,498

営業外収益合計 28,045 18,711

営業外費用   

支払利息 20,809 16,299

為替差損 1,146 887

持分法による投資損失 22,251 35,811

雑損失 680 9,055

営業外費用合計 44,888 62,053

経常利益 1,673,475 1,739,748

特別利益   

関係会社株式売却益 － 24,910

貸倒引当金戻入額 7,559 －

段階取得に係る差益 － 76,413

特別利益合計 7,559 101,323

特別損失   

事務所移転費用 10,444 68,431

固定資産除売却損 41,091 2,894

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

投資有価証券評価損 4,427 －

特別損失合計 55,963 199,836

税金等調整前四半期純利益 1,625,072 1,641,236

法人税等 658,463 611,450

法人税等調整額 － △45,294

法人税等合計 658,463 566,156

少数株主損益調整前四半期純利益 966,608 1,075,080

少数株主利益 － 55,095

四半期純利益 966,608 1,019,984
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 1,625,072 1,641,236

減価償却費 339,205 414,630

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,559 －

のれん償却額 － 42,409

関係会社株式売却損益（△は益） － △24,910

投資有価証券売却損益（△は益） － 181

投資有価証券評価損益（△は益） 4,427 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 128,329

段階取得に係る差損益（△は益） － △76,413

受取利息及び受取配当金 △25,832 △13,113

支払利息 20,809 16,299

為替差損益（△は益） 2,931 39

持分法による投資損益（△は益） 22,251 35,811

有形固定資産除売却損益（△は益） 35,337 2,894

無形固定資産除売却損益（△は益） 5,753 －

開発損失引当金の増減額（△は減少） 2,304 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 107,412 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 343,719 274,555

売上債権の増減額（△は増加） 635,055 616,647

未収入金の増減額（△は増加） △1,127,917 898,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,453 △268,026

仕入債務の増減額（△は減少） △181,204 △224,151

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △430,744 △751,593

前受金の増減額（△は減少） 59,863 △4,201

その他 △137,637 114,068

小計 1,324,702 2,822,817

利息及び配当金の受取額 25,832 13,113

利息の支払額 △20,809 △17,543

法人税等の支払額 △917,657 △1,185,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 412,068 1,632,434

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 △463,610 △154,544

無形固定資産の取得による支出 △201,120 △47,876

投資有価証券の取得による支出 － △4,985

投資有価証券の売却による収入 － 1,391

敷金及び保証金の差入による支出 △132,007 △97,916

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 640,529

その他 － △149

投資活動によるキャッシュ・フロー △796,738 336,447

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 △375,000 △421,255

ストックオプションの行使による収入 － 24,270

配当金の支払額 △142,234 △219,576

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,234 △616,561

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,261 △2,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △906,166 1,349,481

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 2,049,561 4,072,442
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該当事項はありません。 

  

  

① 報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループ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。 

 当社グループは、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、当社グループが企画・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。その他、コールセンタ

ー事業を中心としたアウトソーシング事業を展開しております。 

 したがって、当社グループは事業別・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）」、コールセンター事業を中心とした「アウトソー

シング」、この５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）１．（追加情報） 
     「アウトソーシング」の区分は、第２四半期連結会計期間より連結子会社となったバーチャレクス 
     ・コンサルティング株式会社において行っている事業であり、当該セグメントを新設しております。 

２.「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、のれんの償却額を除く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）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31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）

アウトソー

シング 
(注)１ 

計  
その他 
（注)２ 

合計

売上高                 

外部顧客への売上高  3,312,206  1,177,386  1,239,156  3,589,423  936,419  10,254,593  164,377  10,418,971

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計  3,312,206  1,177,386  1,239,156  3,589,423  936,419  10,254,593  164,377  10,418,971

セグメント利益  1,352,102  636,615  694,590  1,415,689  180,979  4,279,977  164,377  4,444,355

 （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 4,444,355

セグメント間取引消去 － 

のれんの償却額 42,409

全社費用（注） 2,618,855

四半期連結損益計算書の営業利益 1,783,090
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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 

  第２四半期連結会計期間より、バーチャレクス・コンサルティング株式会社を連結子会社化したことに伴い、のれ

ん及び負ののれんが発生しております。なお、当該のれん及び負ののれんについては報告セグメントに配分しており

ません。 

 当第３四半期連結累計期間におけるのれんの償却額は42百万円、負ののれんの償却額は４百万円、当第３四半期連

結会計期間末におけるのれんの未償却残高は355百万円、負ののれんの未償却残高は24百万円であります。 

 （追加情報） 

  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。 

  

 （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３四半期連結累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。 

       

 前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他 

（注）  
合計 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）

計  

売上高               

外部顧客への売上高  2,524,728  1,199,928  2,908,611  2,574,155  9,207,422  73,556  9,280,979

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  2,524,728  1,199,928  2,908,611  2,574,155  9,207,422  73,556  9,280,979

セグメント利益  888,123  583,321  1,003,246  1,305,258  3,779,950  73,556  3,853,506

（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３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31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  2,180,301 124.0

システム保守 540,771 87.7

ＵＭＳ(導入) 601,276 34.2

ＵＭＳ(サービス) 2,173,758 171.9

アウトソーシング 755,440 －

合計 6,251,547 115.8

（株）シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成23年3月期第3四半期決算短信

- 11 -



（２）受注状況 

当第３四半期連結累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。  

５. 上記の金額には、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結受注高1,579,257千円、連結受注

残高2,466,663千円を含んでおります。  

  

  

報告セグメント別 

当第３四半期連結累計期間 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成22年12月31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 3,385,466 107.6  2,492,252 164.4

システム保守 1,306,451 108.3  1,632,126 102.9

ＵＭＳ(導入) 1,235,923 47.4  291,828 26.1

ＵＭＳ(サービス) 3,855,210 109.2  3,872,541 121.0

アウトソーシング 996,917 －  1,799,503 －

その他 99,715 △73.9  88,665 96.4

合計 10,879,684 105.1  10,176,916 135.5
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