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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第2四半期 8,054 △1.3 1,154 4.4 1,160 4.7 653 14.5
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

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 609百万円 （△4.3％） 24年3月期第2四半期 637百万円 （△3.2％）

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

25年3月期第2四半期 1,178.19 1,166.38
24年3月期第2四半期 1,027.94 1,011.52

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

25年3月期第2四半期 11,934 8,658 68.4 14,593.27
24年3月期 11,729 8,226 66.3 14,069.21
（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  8,166百万円 24年3月期  7,777百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00
25年3月期 ― 0.00
25年3月期（予想） ― 520.00 520.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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  ：  有   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 16,000 0.2 2,500 25.4 2,500 23.4 1,570 48.4 2,805.53



(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（注記事項）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 

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳細
は、添付資料P．４「２.サマリー情報(注記事項）に関する事項 (３)会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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
半期連結財務諸表に対する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。 

※  注記事項

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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 589,955 株 24年3月期 589,955 株
② 期末自己株式数 25年3月期2Q 30,345 株 24年3月期 37,170 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 554,496 株 24年3月期2Q 554,906 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 売上高は前年同四半期を下回りましたが、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前年同四半期を上回る業績

となりました。 

  

②  売上高は、システムインテグレーションの大型案件が順調に推移したものの、ＦＸ取引量の低迷によるインセン

ティブ収入の減少、ＦＸ顧客の一部で解約があったことなどにより、8,054,685千円（前年同四半期8,156,847千円）

と前年同四半期を下回る結果（前年同四半期比1.3％減）になりました。 

 売上高総利益率は、システムインテグレーションの前期低採算案件が無くなったことによる回復があったものの、

ＵＭＳサービスのインセンティブの低迷並びに解約による減収があり、35.3％(前年同四半期39.7％）と前年同四半期

を下回りました。 

 販売費及び一般管理費は、研究開発費421,097千円（前年同四半期864,011千円）が減少した影響などにより、

1,688,385千円（前年同四半期2,130,414千円）と減少し、売上高販管費率は21.0％（前年同四半期26.1％）と前年同

四半期を下回りました。研究開発費については、新世代インターネット取引システムへの投資が一段落したため、当

期は大きく減少しております。 

 また、シンプレクス・コンサルティングにおいて、顧客であるスター為替証券様で平成24年4月に発生したシステム

障害に起因して、契約条項に基づく当社賠償責任の範囲における損害賠償の支払いを行う可能性が高いことを勘案

し、損害賠償の金額と見込まれる18,280千円を引当金として特別損失に計上しております。  

 この結果、営業利益は1,154,625千円（前年同四半期1,106,256千円、前年同四半期比4.4％増）、経常利益は

1,160,040千円（前年同四半期1,107,446千円、前年同四半期比4.7％増）、四半期純利益は653,299千円(前年同四半期

570,410千円、前年同四半期比14.5%増)といずれも前年同四半期を上回りました。 

  

③ 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、大型案件が順調に推移したことなどにより、

3,755,172千円（前年同四半期2,784,179千円）と前年同四半期を大幅に上回る結果となりました。前期は低採算案件

が発生しましたが、今期は順調に開発が進んでおり、売上高総利益率は38.3％(前年同四半期35.2％）と改善しまし

た。 

 保守の売上高は、803,031千円（前年同四半期831,994千円）、売上高総利益率は46.1％（前年同四半期53.8％）で

あり前年同四半期を下回りました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、435,132千円（前年同四半期886,728千円）と前年同四半期を下回りました。売上高総

利益率は48.9％（前年同四半期56.2％）であり前年同四半期を下回りました。 

 ＵＭＳ（サービス）の売上高は、ＦＸ取引量の低迷によるインセンティブ収入の減少、ＦＸ顧客の一部で解約があ

ったことから、1,999,454千円（前年同四半期2,564,424千円）と前年同四半期を下回る結果となりました。売上高総

利益率についても、利益率が高いインセンティブ収入の減少により29.8％（前年同四半期40.1％）と前年同四半期を

下回りました。 

 アウトソーシングの売上高は、1,032,083千円(前年同四半期1,053,849千円)と前年同四半期とほぼ同水準となりま

した。売上高総利益率は18.9％(前年同四半期23.5％)であり前年同四半期を下回りました。 

④ 分野別の売上高では、ディーリング分野は、前年同四半期と同水準で推移しました。ＣＲＭ／ＳＦＡシステム分

野は、金融機関の統合に伴う再構築案件が寄与したこと、およびバーチャレクス・コンサルティングの売上が増加し

た結果、大きく増加しました。また、インターネット取引分野は、ＦＸ取引量の低迷によるインセンティブ収入の減

少、ＦＸ顧客の一部で解約があったことなどから、前年同四半期を大きく下回る結果となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

連結売上高 8,054,685千円 （前年同四半期比     ％減） 1.3

連結営業利益 1,154,625千円 （前年同四半期比     ％増） 4.4

連結経常利益 1,160,040千円 （前年同四半期比     ％増） 4.7

連結四半期純利益 653,299千円 （前年同四半期比     ％増） 14.5
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⑤ 当第２四半期連結会計期間末における受注残高は、ＵＭＳ（サービス）の一部で解約による受注減があったもの

の、大型システムインテグレーション案件の受注環境が好調であったことなどにより、10,865,902千円（前年同四半

期末10,449,350千円、前年同四半期末比4.0％増）となりました。引き続き、受注環境が好調な大型システムインテグ

レーション案件の獲得を目指すとともに、新インセンティブ方式を導入した新世代インターネット取引システム

「Simplex FX」の早期拡販に全社一丸となって取り組み、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。  

  

 ⅱ.セグメント別の業績 

セグメント別の売上高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 売上高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 主としてハードウエア・ミドルウエアなどの物品販売によるものであります。 

  

② 売上高の分野別の概況  

    

   

（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、11,934,894千円（対前連結会計年度末比205,284千円増加）

となりました。これは、未収入金が758,225千円、有形固定資産が92,650千円増加した一方で、売掛金が509,788

千円、投資有価証券が100,080千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、3,275,995千円（対前連結会計年度末比227,189千円減少）

となりました。これは、賞与引当金が281,125千円、未払法人税等が201,472千円増加した一方で、未払金が

557,856千円、長期借入金が181,102千円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、8,658,899千円（対前連結会計年度末比432,474千円増

加）となり、自己資本比率は68.4％（前連結会計年度末66.3％）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 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 増減 

（千円） 
  

売上高 
（千円） 

利益率 
(％) 

売上高 
（千円） 

利益率 
(％) 

システムインテグレーション 2,784,179 ％35.2 3,755,172 ％ 38.3 970,993

システム保守 831,994 ％53.8 803,031 ％ 46.1 △28,963

ＵＭＳ(導入) ＊１ 886,728 ％56.2 435,132 ％ 48.9 △451,596

ＵＭＳ(サービス) ＊１ 2,564,424 ％40.1 1,999,454 ％ 29.8 △564,969

アウトソーシング  1,053,849 ％23.5 1,032,083 ％ 18.9 △21,766

その他    ＊２ 35,670 ％100.0 29,810 ％ 100.0 △5,859

合計 8,156,847 ％39.7 8,054,685 ％ 35.3 △102,162

  
前第２四半期 
連結累計期間 

当第２四半期 
連結累計期間 

増減 

  (千円) (千円) （千円） 

ディーリングシステム  2,548,251  2,702,718  154,467

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム  1,794,227  2,756,547  962,320

インターネット取引システム  3,710,481  2,530,749  △1,179,731

その他  103,888  64,669  △39,218

合計  8,156,847  8,054,685  △102,162
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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 

 当第２四半期連結累計期間における業績の進捗状況等を勘案し、平成24年４月25日に公表しました平成25年 

３月期の連結業績予想を変更しております。詳細につきましては、本日（平成24年10月24日）公表の「業績予 

想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであ 

り、今後の様々な要因により、実際の業績は異なる結果となることがあります。 

  

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．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．検収までに１年以上の開発期間を要する進行基準案件については、向こう１年間で計上を見 

  込んでいる売上高のみを受注残高として計上しております。  

３．当期の売上計上予定については、「当期末までに検収する予定の売上」と「当期末までに計 

  上を見込んでいる進行基準売上」を当期売上計上分としております。  

４．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。 

５．ＵＭＳ（サービス）売上については、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。  

   

   

（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 

 （会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に取

得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響

は軽微であります。   

   

  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 10,865,902 (4.0) 6,121,911 (6.0) 

前第２四半期 10,449,350 (2.0) 5,774,513 (△2.0) 

（参考）前連結会計年度 10,816,979 (7.1) － － 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

株式会社シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成25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24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,560,355 5,485,959

売掛金 2,015,584 1,505,795

未収入金 868,259 1,626,484

仕掛品 157,025 201,710

未収還付法人税等 73,957 0

繰延税金資産 129,100 136,750

前払費用 304,433 282,311

その他 41,286 25,580

流動資産合計 9,150,002 9,264,591

固定資産   

有形固定資産 654,408 747,058

無形固定資産   

のれん 249,430 207,020

その他 472,873 563,374

無形固定資産合計 722,303 770,395

投資その他の資産   

投資有価証券 354,155 254,075

長期前払費用 24,076 42,919

敷金及び保証金 612,042 608,069

保険積立金 20,409 20,850

繰延税金資産 107,885 142,594

その他 84,326 84,338

投資その他の資産合計 1,202,895 1,152,848

固定資産合計 2,579,608 2,670,302

資産合計 11,729,610 11,934,894

負債の部   

流動負債   

買掛金 426,627 369,170

短期借入金 748,074 741,804

未払金 1,192,990 635,134

未払費用 172,117 130,441

未払法人税等 278,473 479,945

前受金 101,843 69,172

賞与引当金 81,711 362,836

役員賞与引当金 － 85,543

障害損失引当金 31,673 49,954

その他 112,334 130,957

流動負債合計 3,145,847 3,054,960

固定負債   

長期借入金 342,988 161,886

負ののれん 14,349 10,249

その他 － 48,898

固定負債合計 357,337 221,034

負債合計 3,503,184 3,275,995
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24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 8,505,179 8,694,421

自己株式 △1,450,115 △1,183,852

株主資本合計 7,740,445 8,195,951

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 42,767 △21,644

為替換算調整勘定 △5,964 △7,764

その他の包括利益累計額合計 36,802 △29,409

新株予約権 134,948 155,306

少数株主持分 314,229 337,050

純資産合計 8,226,425 8,658,899

負債純資産合計 11,729,610 11,934,894
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 8,156,847 8,054,685

売上原価 4,920,176 5,211,674

売上総利益 3,236,670 2,843,011

販売費及び一般管理費 2,130,414 1,688,385

営業利益 1,106,256 1,154,625

営業外収益   

受取利息及び配当金 6,377 5,111

負ののれん償却額 4,099 4,099

還付加算金 7,137 2,284

雑収入 7,691 3,861

営業外収益合計 25,305 15,357

営業外費用   

支払利息 9,095 8,138

為替差損 435 618

雑損失 14,583 1,184

営業外費用合計 24,115 9,942

経常利益 1,107,446 1,160,040

特別利益   

固定資産売却益 － 2

投資有価証券売却益 20,700 －

新株予約権戻入益 1,381 1,641

特別利益合計 22,081 1,644

特別損失   

固定資産除売却損 1,399 20,572

投資有価証券売却損 1,932 －

投資有価証券評価損 19,650 －

障害損失引当金繰入額 － 18,280

特別損失合計 22,982 38,853

税金等調整前四半期純利益 1,106,545 1,122,831

法人税、住民税及び事業税 486,772 453,457

法人税等調整額 △432 △6,747

法人税等合計 486,340 446,710

少数株主損益調整前四半期純利益 620,205 676,121

少数株主利益 49,794 22,821

四半期純利益 570,410 653,299
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 620,205 676,121

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,728 △64,411

為替換算調整勘定 △1,804 △1,800

その他の包括利益合計 16,923 △66,211

四半期包括利益 637,129 609,909

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 587,334 587,087

少数株主に係る四半期包括利益 49,794 22,821
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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23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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 1,106,545 1,122,831

減価償却費 227,144 176,679

のれん償却額 42,409 42,409

貸倒引当金の増減額（△は減少） △525 －

投資有価証券売却損益（△は益） △18,767 －

投資有価証券評価損益（△は益） 19,650 －

有形固定資産除売却損益（△は益） 1,399 15,234

無形固定資産除売却損益（△は益） － 5,336

為替差損益（△は益） 21 15

開発損失引当金の増減額（△は減少） 7,541 －

障害損失引当金の増減額（△は減少） － 18,280

新株予約権戻入益 △1,381 △1,641

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 59,487 85,543

賞与引当金の増減額（△は減少） 167,495 281,125

受取利息及び受取配当金 △6,377 △5,111

支払利息 9,095 8,138

売上債権の増減額（△は増加） 148,234 509,788

未収入金の増減額（△は増加） △918,660 △758,225

たな卸資産の増減額（△は増加） △358,878 △44,685

仕入債務の増減額（△は減少） △16,440 △57,456

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △571,176 △587,204

前受金の増減額（△は減少） 89,239 △32,671

その他 △207,830 47,064

小計 △221,772 825,451

利息及び配当金の受取額 6,377 5,111

利息の支払額 △8,976 △8,115

法人税等の還付額 274,724 120,464

法人税等の支払額 △627,897 △298,953

営業活動によるキャッシュ・フロー △577,545 643,957

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 △209,864 △178,732

無形固定資産の取得による支出 △64,659 △150,844

投資有価証券の売却による収入 603,151 －

敷金及び保証金の差入による支出 △1,479 △808

敷金及び保証金の回収による収入 66,101 276

その他 △1,297 19,286

投資活動によるキャッシュ・フロー 391,952 △310,822
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － 90,000

長期借入金の返済による支出 △304,475 △277,372

ストックオプションの行使による収入 2,726 78,599

配当金の支払額 △266,179 △275,897

その他 － △1,020

財務活動によるキャッシュ・フロー △567,927 △385,690

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,805 △1,800

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △755,326 △54,356

現金及び現金同等物の期首残高 5,014,119 5,540,315

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,258,792 5,485,959
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  該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。   

  

  

Ⅰ 前第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。 

  

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。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）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  2,784,179  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

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
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間 （自平成24年４月１日 至平成24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。 

  

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。  

  （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  3,755,172  803,031  435,132  1,999,454  1,032,083  8,024,874  29,810  8,054,685

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計  3,755,172  803,031  435,132  1,999,454  1,032,083  8,024,874  29,810  8,054,685

セグメント利益  1,439,465  369,936  212,683  595,641  195,473  2,813,200  29,810  2,843,011

 （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  2,813,200

「その他」の区分の利益  29,810

のれんの償却額  △42,409

全社費用（注）  △1,645,976

四半期連結損益計算書の営業利益  1,154,625

（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．金額は販売価格によっております。  

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３．検収までに１年以上の開発期間を要する進行基準案件については、向こう１年間で計上を見込んでいる

  売上高のみを受注残高として計上しております。 

４．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。 

５．ＵＭＳ(サービス)については、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。  

６．その他については、手数料部分のみを計上するネッティング処理を実施しております。  

  

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24年４月１日 

  至 平成24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  2,362,167  113.2

システム保守 433,094  112.7

ＵＭＳ(導入) 223,955  48.5

ＵＭＳ(サービス) 1,403,813  91.4

アウトソーシング 836,609  103.8

その他 －  －

合計 5,259,640  99.7

報告セグメント別 

当第２四半期連結累計期間 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成24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 3,689,959 160.1  3,212,749 155.0

システム保守 593,685 63.4  1,303,607 75.6

ＵＭＳ(導入) 644,905 45.6  626,585 79.8

ＵＭＳ(サービス) 2,218,042 83.8  3,601,889 91.3

アウトソーシング 1,042,827 80.5  2,068,689 112.9

その他 34,692 60.5  52,380 58.3

合計 8,224,111 95.0  10,865,902 104.0
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