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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 8,156 21.8 1,106 △5.1 1,107 △1.2 570 △17.2
23年3月期第2四半期 6,699 3.9 1,165 8.6 1,120 4.5 689 13.0

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 637百万円 （△3.2％） 23年3月期第2四半期 657百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 1,027.94 1,011.52
23年3月期第2四半期 1,250.08 1,193.40

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 11,188 7,894 65.5
23年3月期 11,521 7,499 60.8
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  7,332百万円 23年3月期  7,008百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 480.00 480.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 500.00 500.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 17,500 16.8 3,100 21.0 3,080 22.5 1,700 17.4 3,068.56



(1) 当四半期連結累計期間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) 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、添付資料P.4「２．サマリー情報（その他）に関する事項 （２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 589,955 株 23年3月期 589,955 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 34,569 株 23年3月期 35,949 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 554,906 株 23年3月期2Q 551,259 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２四半期連結累計期間の業績は、 

となりました。 

  

 当第２四半期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 当第２四半期連結累計期間は、売上高は前年同四半期を上回りましたが、営業利益、経常利益、四半期純利益と

もに前年同四半期を下回る業績となりました。 

  売上高は、システムインテグレーションの受注が好調であったこと、ＦＸの取引高拡大によりインセンティブ収入

が増えたこと、前第２四半期より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が寄与したことなど

により、8,156,847千円（前年同四半期6,699,258千円）と前年同四半期を上回る結果（前年同四半期21.8％増）にな

りました。 

 売上高総利益率は、前期にＵＭＳ（導入）の高採算案件があったこと、当期にシステムインテグレーションにおい

て低採算案件が３件発生したことなどより、39.7％(前年同四半期44.7％）と前年同四半期を大幅に下回りました。 

 販売費及び一般管理費は、前第２四半期より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影響

に加えて、研究開発費864,011千円（前年同四半期773,415千円）を計上した影響などにより2,130,414千円（前年同四

半期1,830,903千円）と金額ベースでは増加しましたが、売上高販管費率は26.1％（前年同四半期27.3％）と前年同四

半期を下回る水準に収まりました。研究開発費の増加に関しては、Voyager Trading Cloud(新世代ＳＰＲＩＮＴ)の研

究開発が主な要因であり、当該プロジェクトは一部顧客において７月よりサービスインしております。 

 その結果、営業利益は1,106,256千円（前年同四半期1,165,669千円、前年同四半期比5.1％減）、経常利益は

1,107,446千円（前年同四半期1,120,946千円、前年同四半期比1.2％減）、四半期純利益は570,410千円(前年同四半期

689,121千円、前年同四半期比17.2%減)と前年同四半期を下回りました。 

  

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、受注が好調であったこと、バーチャレクス・

コンサルティング株式会社の売上が６ヶ月間通して寄与したことなどより、2,784,179千円（前年同四半期2,006,322

千円）と前年四半同期を大幅に上回る結果となりました。また、低採算案件が３件発生したことから売上高総利益率

は35.2％(前年同四半期43.2％）となりました。 

 保守の売上高は、831,994千円（前年同四半期767,774千円）と前年同四半期とほぼ同水準で推移し、売上高総利益

率も53.8％（前年同四半期53.1％）と前年同四半期と比べて改善しました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、Voyager Trading Cloudへの切替案件が順調に推移しているものの、切替を視野に入れ

現行版ＳＰＲＩＮＴの受注を抑制している影響もあり、886,728千円（前年同四半期944,151千円）と前年同四半期を

やや下回る結果となりました。また、売上高総利益率は56.2％（前年同四半期58.3％）と前年同四半期をやや下回り

ました。 

 ＵＭＳ（サービス）の売上高は、ＦＸの取引高拡大によるインセンティブ収入の増加により、2,564,424千円（前年

同四半期2,364,821千円）となりましたが、当第２四半期で一部の顧客において品質改善を実施したことにより、売上

高総利益率は40.1％（前年同四半期40.1％）と前年四半期並みにとどまりました。 

 また、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より前第２四半期より新設されたアウトソー

シングの売上高は1,053,849千円、売上高総利益率は23.5％となっております。 

  

③ 分野別の売上では、ディーリング分野が大型システムインテグレーションのテストプロジェクト案件により、大

きく増加しました。また、ＣＲＭ／ＳＦＡシステム分野が、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会

社化により大きく増加しました。 

  

④ 当第２四半期連結会計期間末における受注残高は、10,232,391千円（前年同四半期末10,245,359千円、前年同四

半期末比0.1％減）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．当四半期決算に関する定性的情報

連結売上高 8,156,847千円 （前年同四半期比     ％増） 21.8

連結営業利益 1,106,256千円 （前年同四半期比      ％減） 5.1

連結経常利益 1,107,446千円 （前年同四半期比      ％減） 1.2

連結四半期純利益 570,410千円 （前年同四半期比     ％減） 17.2
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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高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 平成23年３月期第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 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、11,188,692千円（対前連結会計年度末比332,399千円減少）

となりました。これは、未収入金が918,660千円、仕掛品が358,878千円増加した一方で、現金及び預金が755,313

千円、投資有価証券が572,653千円減少したことなどによるものです。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、3,294,623千円（対前連結会計年度末比727,417千円減少）

となりました。これは主に、未払金が582,881千円、長期借入金が244,042千円それぞれ減少したことなどによる

ものです。 

（純資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、7,894,069千円（対前連結会計年度末比395,018千円増

加）となり、自己資本比率は65.5％（前連結会計年度末60.8％）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。 

  

  

  

前第２四半期 当第２四半期  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  2,006,322 ％43.2 2,784,179 ％ 35.2 777,857

システム保守 767,774 ％53.1 831,994 ％ 53.8 64,220

ＵＭＳ(導入) ＊１ 944,151 ％58.3 886,728 ％ 56.2 △57,422

ＵＭＳ(サービス) ＊１ 2,364,821 ％40.1 2,564,424 ％ 40.1 199,603

アウトソーシング ＊２ 485,515 ％19.0 1,053,849 ％ 23.5 568,333

その他    ＊３ 130,673 ％100.0 35,670 ％ 100.0 △95,002

総合計 6,699,258 ％44.7 8,156,847 ％ 39.7 1,457,588

  前第２四半期売上 当第２四半期売上 増減 

  (千円) (千円)  （千円） 

ディーリングシステム     1,629,019  2,548,251  919,231

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 1,101,167  1,794,227 693,059

インターネット取引システム 3,613,066  3,710,481  97,414

その他 356,005  103,888  △252,117

計 6,699,258  8,156,847   1,457,588
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

① 業績予想   

  平成23年４月26日に発表した平成24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。 

  

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四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。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

  

  受注残高 うち当期売上計上予定分 

  千円 ％ 千円 ％ 

当第２四半期 10,232,391 ( )△0.1 5,774,513 ( ) △2.0

前第２四半期 10,245,359 ( )32.6 5,889,573  ( ) 21.0

（参考）前連結会計年度 10,102,874 ( )35.8 － － 

２．サマリー情報（その他）に関する事項

(株)シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成24年3月期　第2四半期決算短信

-　4　-



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,034,159 4,278,845

売掛金 1,565,250 1,417,016

未収入金 986,982 1,905,642

仕掛品 65,395 424,273

未収還付法人税等 158,318 －

繰延税金資産 143,204 142,669

前払費用 331,795 343,785

その他 32,252 61,960

貸倒引当金 △1,575 △1,050

流動資産合計 8,315,783 8,573,143

固定資産   

有形固定資産 739,098 796,877

無形固定資産   

のれん 334,248 291,839

その他 303,272 307,237

無形固定資産合計 637,520 599,076

投資その他の資産   

投資有価証券 652,878 80,225

長期前払費用 52,019 45,558

敷金及び保証金 809,434 729,532

保険積立金 19,526 20,259

繰延税金資産 211,019 259,709

その他 83,810 84,310

投資その他の資産合計 1,828,689 1,219,594

固定資産合計 3,205,308 2,615,549

資産合計 11,521,091 11,188,692

負債の部   

流動負債   

買掛金 534,024 517,584

短期借入金 583,863 523,430

未払金 1,137,003 554,122

未払費用 96,084 122,959

未払法人税等 509,715 552,781

前受金 75,317 164,556

開発損失引当金 － 7,541

賞与引当金 72,058 239,553

役員賞与引当金 － 59,487

その他 308,985 95,758

流動負債合計 3,317,052 2,837,776

固定負債   

長期借入金 682,439 438,397

負ののれん 22,549 18,449

固定負債合計 704,988 456,846

負債合計 4,022,041 3,294,623
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30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 7,811,228 8,062,245

自己株式 △1,463,933 △1,407,735

株主資本合計 7,032,676 7,339,891

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18,728 －

為替換算調整勘定 △5,700 △7,504

その他の包括利益累計額合計 △24,428 △7,504

新株予約権 91,762 112,848

少数株主持分 399,039 448,834

純資産合計 7,499,050 7,894,069

負債純資産合計 11,521,091 11,188,692
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,699,258 8,156,847

売上原価 3,702,686 4,920,176

売上総利益 2,996,572 3,236,670

販売費及び一般管理費 1,830,903 2,130,414

営業利益 1,165,669 1,106,256

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,228 6,377

為替差益 55 －

負ののれん償却額 2,049 4,099

還付加算金 － 7,137

雑収入 1,358 7,691

営業外収益合計 9,692 25,305

営業外費用   

支払利息 10,548 9,095

為替差損 － 435

持分法による投資損失 35,811 －

雑損失 8,055 14,583

営業外費用合計 54,415 24,115

経常利益 1,120,946 1,107,446

特別利益   

関係会社株式売却益 24,910 －

投資有価証券売却益 － 20,700

新株予約権戻入益 － 1,381

段階取得に係る差益 76,413 －

特別利益合計 101,323 22,081

特別損失   

固定資産除売却損 2,810 1,399

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 128,329 －

投資有価証券評価損 － 19,650

投資有価証券売却損 181 1,932

特別損失合計 131,320 22,982

税金等調整前四半期純利益 1,090,950 1,106,545

法人税、住民税及び事業税 400,032 486,772

法人税等調整額 － △432

法人税等合計 400,032 486,340

少数株主損益調整前四半期純利益 690,917 620,205

少数株主利益 1,796 49,794

四半期純利益 689,121 570,410
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 690,917 620,205

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △30,761 18,728

為替換算調整勘定 △2,293 △1,804

その他の包括利益合計 △33,055 16,923

四半期包括利益 657,862 637,129

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 656,065 587,334

少数株主に係る四半期包括利益 1,796 49,794
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９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 1,090,950 1,106,545

減価償却費 266,318 227,144

のれん償却額 21,204 42,409

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △525

株式報酬費用 － 22,467

投資有価証券売却損益（△は益） 181 △18,767

投資有価証券評価損益（△は益） － 19,650

関係会社株式売却損益（△は益） △24,910 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,810 1,399

為替差損益（△は益） 31 21

開発損失引当金の増加（減少）額 － 7,541

新株予約権戻入益 － △1,381

賞与引当金の増減額（△は減少） 249,356 167,495

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 59,487

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 △6,228 △6,377

支払利息 10,548 9,095

売上債権の増減額（△は増加） 112,671 148,234

持分法による投資損益（△は益） 35,811 －

未収入金の増減額（△は増加） 1,073,471 △918,660

たな卸資産の増減額（△は増加） △170,133 △358,878

仕入債務の増減額（△は減少） △40,993 △16,440

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △822,950 △571,176

未払消費税等の増減額（△は減少） － △165,083

前受金の増減額（△は減少） 52,523 89,239

その他 19,915 △65,214

小計 1,922,490 △221,772

利息及び配当金の受取額 6,228 6,377

利息の支払額 △11,947 △8,976

法人税等の還付額 － 274,724

法人税等の支払額 △667,640 △627,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,249,130 △577,545

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 △154,231 △209,864

無形固定資産の取得による支出 △28,038 △64,659

投資有価証券の売却による収入 1,391 603,151

敷金及び保証金の差入による支出 △140 △1,479

敷金及び保証金の回収による収入 － 66,101

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 △74 △1,297

投資活動によるキャッシュ・フロー 459,436 391,952
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 50,000 －

長期借入金の返済による支出 △274,584 △304,475

ストックオプションの行使による収入 24,270 2,726

配当金の支払額 △219,354 △266,179

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,667 △567,927

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,294 △1,805

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,286,604 △755,326

現金及び現金同等物の期首残高 2,722,960 5,014,119

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,009,565 4,258,792
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該当事項はありません。  

  

  

前第２四半期連結累計期間 （自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．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。  

  

２. 報告セグメント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。 

  

３．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 

 当第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２四半期連結累計期間におけるのれんの償却額は21,204千円、負ののれんの償却額は2,049千円、当第

２四半期連結会計期間末におけるのれんの未償却残高は376,657千円、負ののれんの未償却残高は26,649千円

であります。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  （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 
計  

その他 
（注)  

合計

売上高                 

外部顧客への売上高  2,006,322  767,774  944,151  2,364,821  485,515  6,568,585  130,673  6,699,258

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計  2,006,322  767,774  944,151  2,364,821  485,515  6,568,585  130,673  6,699,258

セグメント利益  867,673  407,420  550,248  948,255  92,300  2,865,899  130,673  2,996,572

 （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  2,865,899

「その他」の区分の利益  130,673

セグメント間取引消去 － 

のれんの償却額  21,204

全社費用（注）  1,809,698

四半期連結損益計算書の営業利益  1,165,669
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当第２四半期連結累計期間 （自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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。 
    

２. 報告セグメント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。 

  

３．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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

  （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 
計  

その他 
（注) 

合計

売上高                 

外部顧客への売上高  2,784,179  831,994  886,728  2,564,424  1,053,849  8,121,177  35,670  8,156,847

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計  2,784,179  831,994  886,728  2,564,424  1,053,849  8,121,177  35,670  8,156,847

セグメント利益  979,182  447,794  498,409  1,028,119  247,494  3,201,000  35,670  3,236,670

 （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  3,201,000

「その他」の区分の利益  35,670

セグメント間取引消去 － 

のれんの償却額  42,409

全社費用（注）  2,088,005

四半期連結損益計算書の営業利益  1,106,256

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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（１）生産実績 

当第２四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。 

  

（２）受注状況 

当第２四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。   

  

  

４．補足情報

報告セグメント別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９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  2,086,250  162.4

システム保守 384,200  106.6

ＵＭＳ(導入) 461,496  108.0

ＵＭＳ(サービス) 1,536,304  108.5

アウトソーシング 806,355  205.1

その他 －  －

合計 5,274,608  135.9

報告セグメント別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成23年９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 2,087,930 101.3  1,856,101 72.3

システム保守 937,131 108.7  1,725,226 108.0

ＵＭＳ(導入) 1,412,765 140.5  784,905 220.2

ＵＭＳ(サービス) 2,646,062 102.3  3,944,147 103.1

アウトソーシング 1,295,978 254.7  1,832,154 101.9

その他 57,351 87.3  89,855 92.4

合計 8,437,219 119.0  10,232,391 99.9
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