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1．       の連結業績 (           ～           )18年 3月 期 平 成17年 4月 1日 平 成18年 3月31日
( 1 )連結経営成績

売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年 3月期        4,765    37.2       1,145    40.0       1,138    43.3

17年 3月期        3,473    31.7         818    47.3         794    42.8

１株当たり 総 資 本 売 上 高潜在株式調整後 株 主 資 本当 期 純 利 益
当期純利益 1株当たり当期純利益 当期純利益率 経常利益率 経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％
18年 3月期          670    55.3      1,082.46        996.57    27.8    33.1    23.9

17年 3月期          431    37.0      3,425.27      3,155.88    23.3    31.7    22.9

(注 )1.持分法投資損益 18年 3月 期            0百万円 17年 3月 期          △10百万円
2.期中平均株式数(連結) 18年 3月 期        568,155株 17年 3月 期        111,375株
3.会計処理の方法の変更 無
4.売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率

( 2 )連結財政状態

総 資 産 株 主 資 本 株 主 資 本 比 率 1株当たり株主資本
百万円 百万円 ％ 円 銭

       4,010        2,756     68.7      4,652.0118年 3月期

       2,866        2,070     72.2     17,982.4717年 3月期

(注 )期末発行済株式数 (連結 ) 18年 3月 期        580,735株 17年 3月 期        112,365株

( 3 )連結キャッシュ ･ フローの状況

営 業 活 動 に よ る 投 資 活 動 に よ る 財 務 活 動 に よ る 現金及び現金同等物
キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー キャッシュ･フロー 期 末 残 高

百万円 百万円 百万円 百万円
         766        △175           65       1,50718年 3月期

17年 3月期          657        △509           30         850

( 4 )連結範囲及び持分法の適用に関する事項
連結子会社数    社  持分法適用非連結子会社数    社  持分法適用関連会社数    社    2     0     1

( 5 )連結範囲及び持分法の適用の異動状況
連結 (新規 )    社  (除外 )    社  持分法 (新規 )    社  (除外 )    社    0     0     0     0

2．      の連結業績予想 (           ～           )19年 3月期 平 成18年 4月 1日 平 成19年 3月31日

売 上 高 経 常 利 益 当 期 純 利 益
百万円 百万円 百万円

中 間 期        2,430          353          207

通 期        6,500        1,610          950

(参考 ) 1株当たり予想当期純利益 (通期 )       1,635円 86銭

上 記 予 想 の 前 提 条 件 そ の 他 の 関 連 す る 事 項 に つ い て は 、 添 付 資 料 を 参 照 し て く だ さ い 。
上 記 記 載 金 額 に つ い て は 、 百 万 円 未 満 を 切 り 捨 て し て 表 示 し て お り ま す 。



１．企業集団の状況

当社グループは、当社（株式会社シンプレクス・テクノロジー）並びに子会社２社及び関連会社１社により構成されて

おります。当社グループの事業目的は、デリバティブ業務やインターネット取引など金融フロンティア領域でビジネス

を展開する金融機関・機関投資家に、最先端の実務的・技術的ノウハウを含む総合的システム・ソリューションを提供

する事により金融業界のＩＴ化を支援するものであります。

当社グループの事業の系統図を示すと以下の通りです。
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名称 住所
資本金
(千円)

主要な
事業内容

 (注)１

議決権の
所有割合
(％)

関係内容 摘要

連結子会社

株式会社シンプレク
ス・ビジネス・ソ
リューション

東京都港区 10,000
情報サービ
ス業

100.0

当社のノウハウを用いて特
定の金融機関向け受託開発
業務を行っている。
役員の兼任２名。

トリナバム・ソフト
ウェア・プライベー
ト・リミテッド

インド
タミルナド州
チェンナイ市

1,420
(50万
  ルピー)

情報サービ
ス業

70.0
当社に対して金融システム
の構築及びコンサルティン
グを行う予定。

(注)２

持分法適用関連会社

株式会社シーエム

ディーリサーチ

東京都中央区 186,675
情報サービ
ス業

46.6
当社に対して金融システム
の構築及びコンサルティン
グを行っている。

 

（注）１．主要な事業内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。

２．平成18年３月31日現在未稼動であります。
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２．経営方針

（１）経営の基本方針

当社は、日本発のファイナンシャルイノベーションを世界に向けて発信することを目標として設立された金融ハイテク

ベンチャーであります。

当社の競争力の源泉は、高度なＩＴ技術と知的ノウハウの集約性にあります。当社は、ソフトウエア会社にありがちな

人材派遣型の労働集約的ビジネスモデルによる規模の拡大を目指す考えはありません。当社は、外資系金融機関等にお

いて活躍してきたメンバーを中心に、蓄積された豊富なノウハウ（ＩＴ技術＋金融ノウハウ）を発揮して、金融フロン

ティア領域という独自の領域におけるシステム開発を行うという、高付加価値なノウハウ集約型のビジネスモデルを展

開しております。

ノウハウ集約型ビジネスを推進する事により、積極的に収益機会を確保し、企業としての付加価値を増加させるととも

に、高収益を上げて、株主へ利益還元していくことを目指します。

（２）利益配分に関する基本方針

当社グループは株主への利益還元を経営の重要な課題と位置づけており、配当政策については企業体質の強化と将来の

事業展開のために内部留保の充実を図るとともに業績に応じた配当を行うことを基本方針としております。

創業から前々期まで、当社は配当を実施しておりませんでしたが、東証上場企業として相応しい配当方針と内部留保の

金額を勘案した結果、前期より配当を開始するに至りました。

当分の間、配当性向を10％～15％と定め、完全業績連動型の配当とします。今後も、業績連動型の配当とすることで会

社の利益拡大に伴って増配を進め、株主が利益拡大のメリットを享受できるようにいたします。

内部留保金につきましては、経営環境の変化や技術革新のスピードに対応すべく、新製品のパッケージ化及び新技術の

検証等の研究開発を中心として、企業経営のスピードアップのために有効投資してまいります。

なお、当期については1株あたりの配当金を120円（対前期比50％増、前期は80円）としております。

（３）投資単位の引下げに関する考え方及び方針

当社グループは、株式の流動性の向上及び投資家層の拡大に資するべく、投資単位の引下げには積極的に取り組んでい

く方針であります。投資家から見て投資しやすい水準を最低投資単位30万円以下と考え、株価が恒常的にこの水準を超

えた場合、コストを勘案した上で株式分割を実施する方針です。

この方針を受け、平成18年１月５日付をもって、平成18年１月４日現在の株主に対して、普通株式１株を５株とする株

式分割（無償交付）を実施いたしました。平成16年５月に続いて上場後２度目の株式分割となりました。

今後とも、流動性の向上により、機関投資家の投資意欲を向上させるとともに、多くの個人株主の株式買付を容易にし、

幅広い投資家の経営参画による経営基盤の強化を図るために、株式市場動向や株主のメリット及びこれらにかかるコス

トを勘案して株式分割を積極的に実施し投資単位を引下げていく方針であります。

（４）中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

金融業界は、グローバル競争の波の中で、激動の時代を迎えております。特に、ディーリングやインターネット取引と

いった金融フロンティア領域においては、ＩＴの活用が必須となっており、ＩＴ戦略の巧拙が金融機関の収益性に大き

く影響し、存続をも左右する状況となっております。当社は、日本発の金融ハイテクベンチャーとして、金融ノウハウ

とＩＴ戦略の両面から金融機関の100％フル・サポートをコミットする真のパートナーとなり、クライアントである金融

機関のビジネスを成功に導くために、下記の課題に取り組んでいく必要があると考えております。

①　 経営環境－金融フロンティア領域への投資需要の喚起

当社は、金融機関の収益力の向上及び金融再生を支援するため、最先端のツール（システム）を提供する会社であ

り続けたいと考えております。

このような理想を実現するため、当社は金融フロンティア領域のパイオニアとして、コンサルティング等を通して

同領域への投資の必要性を訴え、欧米並みの投資需要を喚起していくことが必要であると考えております。

②　 開発面－製品群のフルライン化、シームレス化対応

規制緩和、制度変更、銀行再編による統合作業の終了等の結果、当社がフォーカスしている金融フロンティア領域

における需要拡大が本格化しはじめております。
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よって、当社が、金融ハイテクベンチャーとしてトップの座を勝ち取るために、当該領域における製品およびサー

ビスのフルライン化・シームレス化を進めることが、最重要課題であると認識しております。

また、当社の高いブランドイメージを維持するために、高品質な製品の開発を継続していく必要があります。現在

の開発体制に加え、将来的にも高品質な製品開発を維持できる体制の構築が重要な課題であると認識しております。

③　 営業面－マーケットニーズに合った新製品の開発

急速に拡大している金融フロンティア領域の市場のニーズに応えるべく、最先端の金融商品、技術動向を素早く取

り入れタイムリーに新製品を開発し、市場に投入していきます。このため継続的なマーケティング活動は必要不可

欠であると認識しております。

セールス＆マーケティング部門は、人員の拡充を進めており、より強化された体制となっております。

すでに顧客となっている準大手以上の証券会社へのアカウントセールスのチャネルに加え、都銀に代表される大手

金融機関へのチャネル及び中小金融機関へのアクセスに重要な役割を果たすシステムインテグレーター各社へのチャ

ネルを強化しており、実際に多くの販売実績が上がってきております。

今後これらのセールスチャネルをより強化していく計画であります。

④　 収益構造の強化－パッケージ販売の拡大によるノウハウ集約型ビジネスモデルの確立

現在は、システムの受託開発が収益の中心となっておりますが、今後、パッケージ商品、コンサルティング、保守、

ＡＳＰ等のサービスを充実させることにより、労働集約型ビジネスからノウハウ集約型ビジネスへの構造の転換を

より一層鮮明にいたします。

製品ラインナップの強化により、経常的収益を増加させるとともに、より積極的に収益機会を確保していきます。

⑤　 人材面－採用活動の充実

当社グループでは外注コンサルタントも含め、この数年で従業員数が大幅に増加しておりますが、引き続き質の高

い人材を確保し、ノウハウ・知識・技術を、組織的に共有し発展させる必要があります。国籍、年齢、性別を問わ

ず世界各国から優秀な人材のみを採用しておりますが、今後も採用活動を活発に行い、開発人員の増加をはかる必

要があります。

さらに、継続的な人員採用活動とともに同業他社のＭ＆Ａ等による人材の確保も視野に入れ検討を進めております。

また、社内インフラをさらに整備し、情報の共有化を進めるとともに、新たな人事評価・給与体系・研修プログラ

ムを制度化することにより、人材の一層のレベルアップを図ることを目指します。

⑥　 新事業分野への進出

平成19年３月期までは、現在の事業ドメインである金融フロンティア領域でのシステム開発事業に特化する方針で

おります。しかし、当該事業ドメインへの特化では、成長性に限界があることから、当社のさらなる成長のために

は、将来的には新事業分野への進出が必要不可欠です。当該事業でのＮＯ．１プレイヤーを目指すとともに、新事

業分野への進出も模索していきます。

新事業分野の選定においては、参入障壁が高く、結果として価格競争にまきこまれない形で高い利益率を確保でき

る分野を中心に選定し、ＮＯ．１を目指せる分野を開拓していく方針です。

これらの事業戦略により、安定した成長、収益性の向上に努め、企業価値の拡大および社会貢献を達成したいと考えて

おります。

（５）コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方）

当社は、企業統治（コーポレートガバナンス）の確立を重要な経営課題の一つと位置づけております。

「透明性が高く」、「株主重視の効率的な経営を実現」するために必要なコーポレートガバナンスの確立に向けた経営

組織体制の構築及び諸施策の実施に取り組んでおります。

（コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況）
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まず、組織面においては、従来の取締役会が担っている「経営の意思決定および監査機能」と「業務執行機能」を分離

し、コーポレートガバナンス強化を図っております。前者を会社法上の取締役会が担うこととし、後者については、「執

行役員制度」を導入し、業務執行の監督機能の強化、業務執行責任の明確化ならびに経営と業務執行における意思決定

の迅速化をはかっております。

取締役会のボードメンバーは５名であり、内４名は常勤の取締役として執行役員を兼務しております。取締役会メンバー

については、積極的に社外メンバーを登用し、会社の意思決定機関である取締役会の活性化、不正防止の体制づくり及

び経営陣に対する経営監視機能の強化を行い、経営の透明性を高める機能を果たしております。取締役会は少なくとも

月に１回以上開催され、会社の重要事項を決議するとともに、業績の進捗状況及び経営方針についての報告を行ってお

ります。

また、経営会議は、執行役員である７名（内４名は取締役を兼務）で構成され、迅速な経営判断が出来るように、原則

として週１回以上開催しております。大小さまざまな経営課題について、議論を行う事で、変化の激しいＩＴ業界に対

応し、柔軟な経営戦略を可能とする体制を構築しております。

当社では、監査役会制度を採用しております。監査役会メンバーについても、取締役会メンバーと同様に社外の有識者

を中心にメンバーを登用し、経営監視の機能をさらに高めております。監査役は、全ての取締役会に出席するとともに、

経営会議を含む各種会議への出席及び議事録の閲覧を実施する事で、経営監視機能の強化・向上を図っております。

また、当社では、「株主重視」を徹底するために、２つの施策を実施しております。

第１に、業績連動型の報酬制度です。当社では、業績に完全に連動した報酬制度を採用しており、取締役・従業員とも

会社業績によって賞与支給額が決定される仕組となっております。

第２に、原則として全ての従業員に対して、ストックオプションを付与しております。全従業員が株主としての視点を

持つ事で、株主重視の効率的な経営を全従業員が意識する効果を狙っております。

このように当社では、従業員と株主のベクトルを同じ方向に向ける事によって、より一層の株主重視の姿勢を徹底して

進めていきます。

 （会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又はその他の利害関係の概要）

当社の取締役のうち１名及び監査役のうち２名は非常勤の社外取締役・監査役であり、いずれも当社と特別な利害関係

はありません。また、取締役が兼務する会社との間には取引関係がありますが、この内容については、「関連当事者と

の取引」として記載されております。

 （会社のコーポレートガバナンス充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況）

最近１年間において、取締役会・監査役会は少なくとも月１回以上開催されております。

また、経営会議についても原則として週１回継続的に実施しております。当社では、現在のコーポレートガバナンス体

制を継続的に実施することが株主の利益につながると考えており、現体制を当面の間、継続していく方針です。

（６）目標とする経営指標

当社が目標とする経営指標は、

①　売上高経常利益率 　　　　　　　：目標 30％　　　 （平成18年３月期 　　 23.9 ％）

②　株主資本当期純利益率（ROE）　　：目標 25％　　　 （平成18年３月期 　　 27.8 ％＝達成済み）

の２指標であります。

当社は、人材派遣型の労働集約型ビジネスではなく、蓄積された豊富なノウハウをベースにパッケージ商品展開等も

絡めたノウハウ集約型のビジネスを進めていきます。

売上高至上主義には背を向け、高い売上高経常利益率を確保し、高付加価値と高効率・高収益性の実現を目指します。
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３．経営成績及び財政状態

(1）経営成績（当連結会計年度の概況）

当連結会計年度の業績は、

連結売上高　　　　　　4,765,625千円　 （前年同期比 37.2 ％増）

連結営業利益　　　　　1,145,773千円　 （前年同期比 40.0 ％増）

連結経常利益　　　　　1,138,064千円　 （前年同期比 43.3 ％増）

連結当期純利益　　　　　670,002千円　 （前年同期比 55.3 ％増）

となりました。

当連結会計年度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　当期における主要顧客である金融機関のＩＴ投資環境は、好転しております。金融フロンティア領域への投資マイ

ンドも、金融機関の収益力強化への取り組みを背景に堅調に拡大していると判断しております。金融機関向けシス

テム分野でブランド力が向上しつつある当社は、これまで培った信頼関係と顧客のニーズを確実に拾い上げ、５期

連続して大幅な増収増益を達成することができました。

②　顧客別に見ると、現在の主要顧客である証券業界は、証券市場の活況を背景として、ＩＴ投資が非常に活発な状況

にあります。一方、当社が売上拡大に注力している銀行業界は、さらなる合従連衡の動きがあり一時的にＩＴ投資

を控える動きもありましたが、統合が一段落した銀行を中心に金融フロンティア領域への投資を活発化する姿勢を

見せ始めています。

③　ディーリング分野につきましては、株式分野で前期に引き続いて日興コーディアル証券向け「株式ディーリングシ

ステム」の全面リプレース案件を継続的に開発販売いたしました。債券分野においても、大手証券会社上位１０社

中８社に債券ディーリングシステムを販売するなど多数の顧客を獲得することができました。

当社は既に、金利系（債券・デリバティブ）、株式、為替と主要な金融商品を概ね網羅するシステムが完成してお

り、拡販体制は整いつつあります。

順調に売上を伸ばしており、証券業界では、当該分野における当社の高いブランドイメージが定着しており、今後

もこの傾向は続くものと思われます。

④　インターネット取引システムは、インターネット外為証拠金取引システムの売上が好調に推移し、対前期比2.5倍と

大幅な伸びを記録することができました。外為証拠金取引は、規制の強化をきっかけとしてシステム導入機運が急

速に高まっており、その中でも評価の高い当社のシステムの引き合いが急増しており、当該分野のデファクトスタ

ンダードとなっております。

⑤　当期よりＡＳＰ事業の第一弾として個人投資家向け株式リアルタイムトレーディングツール「ＳＰＲＩＮＴ」の販

売を開始しました。最初のユーザーとして松井証券、第２号ユーザーとして三菱商事フューチャーズ証券（2006年

６月開始予定）が決定しており、順調なスタートを切っております。

⑥　売上総利益率が若干悪化（売上総利益率 平成17年３月期 40.1％→ 平成18年３月期 38.5％）しました。

売上総利益率の主な変動要因としては、

ⅰ）当期からスタートしたＡＳＰ事業「ＳＰＲＩＮＴ」の初期研究開発コストが膨らんだこと（利益率低下要因）

　－　最初のユーザーである松井証券向けの開発と並行してバージョンアップ作業を実施したことから研究開発的

コストが売上原価に含まれている。

ⅱ）外注費の平均コストが、単価上昇に伴って増加したこと（利益率低下要因）

ⅲ）前期に大幅に低下した保守の利益率が通常に戻ったこと（利益率上昇要因）

　　によるものであります。

⑦　平成17年９月１日に東証一部に上場いたしました。会社設立から７年11ヶ月と非常に短い期間で東証一部上場を果

たせましたのは、皆様のご支援の賜物でございます。今後とも皆様の信頼とご期待にお応えすべく、業績の拡大に

まい進していきます。なお、これに伴って株式上場関連費用として、営業外費用に22,475千円を計上しております。
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(2）製品種類別の概況

製品種類別の売上、構成比及び売上総利益率の推移を示すと以下の通りであります。

第８期 第９期

増減（千円）
売上

（千円）
構成比％ 利益率％

売上
（千円）

構成比％ 利益率％

システム

インテグレーション＊

２

2,565,148 73.9％ 43.6％ 3,461,829 72.7％ 37.3％ 896,682

 （うちコンサルティング） 421,167 12.1％ 41.9％ 314,514 6.6％ 52.8％ △106,653

 （うち受託開発） 1,565,202 45.1％ 34.0％ 2,165,598 45.5％ 33.3％ 600,396

 （うちパッケージ） 578,777 16.7％ 70.6％ 981,716 20.6％ 41.2％ 402,939

システム保守 539,451 15.5％ 45.9％ 844,179 17.7％ 59.4％ 304,727

その他

＊１
368,763 10.6％ 7.5％ 459,616 9.6％ 9.7％ 90,853

総合計 3,473,364 100.0％ 40.1％ 4,765,625 100.0％ 38.5％ 1,292,261

＊１　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　案件規模の大規模化に伴って、コンサルティング、受託開発、パッケージの区分が困難になってきたためこれを統

合し、当期からシステムインテグレーションとして表示しております。

また、売上の分野別の推移は以下の通りです。

第８期 第９期

増減（千円）売上（千円） 構成比％ 売上（千円） 構成比％

ディーリングシステム 2,382,923 68.6％ 2,681,567 56.3％ 298,644

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 199,959 5.8％ 299,428 6.3％ 99,469

インターネット取引システム 521,717 15.0％ 1,325,013 27.8％ 803,296

その他 368,763 10.6％ 459,616 9.6％ 90,853

計 3,473,364 100.0％ 4,765,625 100.0％ 1,292,261

 

(3）財政状態（キャッシュフローの概況）

　当連結会計年度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・フローが増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ、656,954千円増加し、当連結会計年度末には1,507,151

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、766,185千円の資金取得（前連結会計年度657,315千円の資金取得）となりました。これは、主に

税金等調整前当期純利益1,137,408千円を計上し、未払費用の増加35,453千円により資金を得た一方で、棚卸資産の増

加271,706千円及び法人税等の支払額320,231千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。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、175,249千円の資金使用（前連結会計年度509,737千円の資金使用）となりました。これは、主に

投資有価証券の取得による支出が40,000千円、有形固定資産の取得による支出が47,449千円及び無形固定資産の取得

による支出が45,222千円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。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、65,902千円の資金取得（前連結会計年度30,469千円の資金取得）となりました。これはストック

オプションの行使に伴い110,848千円資金調達した一方で、配当金支払により44,946千円資金が減少したことを反映し

たものであります。
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（早期事業再生に資するキャッシュフロー指標群）

平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率 72.2％ 68.7％

時価ベースの自己資本比率 835.0％ 1476.9％

（注１）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；期末株価による時価総額／総資産

（注２）債務償還年数は、該当ありません。

インタレスト・カバレッジ・レシオは、利払いが些少のため表示を省略しております。

(4）次期の見通し

今後の国内経済の動向及び金融機関のＩＴ投資については、引き続き堅調な状況が続くと見込んでおります。

また、金融機関の収益力強化や効率化への取り組みを背景に、当社グループは金融フロンティア領域への投資意欲を喚起

しており、当社がターゲットにしている金融フロンティア領域へのＩＴ投資は好調に推移すると予想されます。

こうした中、当社グループは、以下の理由により売上拡大を見込んでおります。

①販売について

★ 対証券会社　：

証券会社向けについては、当社の高いブランドイメージが定着しつつあり、今後もこのブランドを活かした販売展開を

進めていきます。

特に、次期は証券市場の活況を背景に依然として証券会社各社のＩＴ投資意欲が旺盛であると予想されるため、積極的

に販売を拡大していきます。

 ★ 対都市銀行及び信託銀行　：

まだ顧客となっていない都市銀行・信託銀行については、小さな案件の獲得から顧客の信頼を得ていく手法の実践のた

めに、まずはコンサルティングを中心に小規模案件の獲得を目指します。

また、既にコンサルティング案件等で実績のある顧客については、徐々に取引関係が拡大しつつありますので、現在以

上の販売拡大を目指します。

★インターネット取引システム：

為替証拠金取引システムを中心に受注を大幅に伸ばしております。また、次期からはリアルタイムトレーディングツー

ルとの相乗効果により、インターネット証券の株式取引のシステムの受注獲得も目指していきます。

当該分野においても、当社の金融業務知識と技術の融合が発揮できると考えるとともに、当社のビジネスモデルの特徴

でもあるシンプレクス・ライブラリへの蓄積をさらに進めていきます。

★ＡＳＰ（アプリケーションサービスプロバイダ）サービス「ＳＰＲＩＮＴ」　：

株式リアルタイムトレーディングツール（個人投資家が利用する売買ツール）「ＳＰＲＩＮＴ」のＡＳＰサービスを開

始し、既に松井証券、三菱商事フューチャーズ証券から受注を獲得しております。

インターネット取引先進国である韓国の最新システムであり日本国内の顧客の関心も非常に高く、既に多数の引き合い

を受けております。

主な顧客ターゲットはインターネット証券ですが、将来的には総合証券のネットチャネルにおいても利用が見込まれて

おります。また為替分野での引き合いも既にあるため、幅広い顧客へのアプローチを展開し本格的な営業を開始します。

このＡＳＰサービスは、継続的な安定収入が望めるため、積極的に販売を進めていきます。

今後も実績を重ねた上で、当社の強みを発揮し、更なる案件の獲得を目指します。
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②開発について

★研究開発（Ｒ＆Ｄ）　：

次期も引きつづき、総開発人員コストの25％を上限として、積極的な研究開発を進めていきます。なお、次期におい

ては、一部案件内で研究開発を実施する予定であるため、売上原価に約200百万円研究開発予算を計上しております。

★開発体制の強化　：

当期に引き続き次期も優秀な人材の採用に注力していきます。十分な経験を持ったエンジニアの採用を進めておりま

すが、それに加えてポテンシャルの高い若手の採用を強化し社内教育によって鍛え上げる方針です。

また、案件が大型化・長期化していることに伴い、開発体制の標準化をより一層強化することが、当社の拡大には必

要不可欠と考え、開発管理体制の標準化を推進します。

これによって、当社の開発体制をより強化していく方針です。

③人材・組織について、

より質の高い金融ＩＴサービスを提供するため、質の高い人材の中途採用を進めるとともに、新卒採用にも注力しており、

質の高い人材の育成に力を入れていきます。

人事制度の面につきましては、徹底した成果主義・能力主義に基づく新しい報酬制度を導入し、生産性の向上に取り組ん

でまいります。さらに、役職員に対する利益連動性の高い報酬制度も積極的に採用し、利益拡大というベクトルを通じて、

株主のベクトルと従業員のベクトルを同じ方向に向ける事を目指していきます。

 ④その他

期末現在の受注残高が大幅に増加（平成17年3月末　1,934百万円　→　平成18年3月末　3,076百万円）しております。さ

らにＡＳＰサービスの拡大により将来的な安定収益源の拡大も目指します。

過去最高の受注残高ではありますが気を抜かず、確実に次期予算を達成できるよう努力していく考えです。

よって、通期の業績見通しにつきましては、

連結売上高　　　　6,500,000 千円（前期比 36.4 ％増）

連結経常利益　　　1,610,000 千円（前期比 41.5 ％増）

連結当期純利益　　  950,000 千円（前期比 41.8 ％増）

を見込んでおります。

（通期見通しに関する注意事項）

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想には、様々なリスク

や不確実性を内包しており、経済環境の変化等により、実際の業績はこれらの見通しから異なる結果となる可能性があ

りますので、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．時価発行公募増資に係る資金使途計画及び資金充当実績

平成14年２月８日に実施した時価発行公募増資（調達金額　359,040千円）の資金使途計画及び充当実績は、概略次の通

りであります。

（１） 資金使途計画

　手取概算額324,000千円については、当社の競争力強化のための研究開発資金200,000千円を中心として、残額を将来の

事業拡大時の事業所敷金等に充当する予定でありますが、資金使途が確定するまでは、安全性の高い金融商品で安定運用

する予定であります。

（２） 資金充当実績

平成14年２月８日に実施した時価発行公募増資の資金使途計画については、平成14年４月における本社移転に概ね計画通

り充当するとともに、研究開発に関しては概ね計画通り進行中であります。
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５．連結財務諸表等
(1) 連結貸借対照表

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金 850,197 1,507,151 656,954

２．売掛金 1,246,798 1,308,599 61,801

３．仕掛品 118,037 389,054 271,016

４．繰延税金資産 27,726 42,426 14,700

５．その他 11,316 48,318 37,001

流動資産合計 2,254,076 78.6 3,295,550 82.2 1,041,474

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物  83,187  88,366 5,179

(2）器具備品  204,968  234,714 29,746

(3）建設仮勘定  －  2,570 2,570

減価償却累計額  △119,252  △147,789 △28,536

有形固定資産合計 168,902 5.9 177,861 4.4 8,958

２．無形固定資産  

(1）電話加入権 364 364 －

(2) 販売権 80,000 88,000 8,000

(3）ソフトウェア 30,901 33,004 2,102

無形固定資産合計 111,265 3.9 121,368 3.0 10,102

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※１ 29,419 70,902 41,483

(2）長期貸付金 2,339 － △2,339

(3）敷金保証金 296,706 301,032 4,325

(4）保険積立金 873 1,165 291

(5) その他投資 2,600 42,900 40,300

投資その他の資産合計 331,938 11.6 415,999 10.4 84,060

固定資産合計 612,106 21.4 715,229 17.8 103,122

資産合計 2,866,182 100.0 4,010,779 100.0 1,144,596
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．買掛金 138,711 405,814 267,103

２．未払金 112,256 124,144 11,888

３．未払費用 274,142 297,706 23,564

４．未払法人税等 194,865 359,583 164,717

５．未払消費税等 33,133 42,823 9,690

６．前受金 23,562 3,990 △19,572

７．預り金 12,625 16,685 4,060

流動負債合計 789,295 27.6 1,250,748 31.2 461,453

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 5,900 3,060 △2,840

固定負債合計 5,900 0.2 3,060 0.1 △2,840

負債合計 795,195 27.8 1,253,808 31.3 458,613

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 387 0.0 383 0.0 △3

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 284,832 9.9 340,259 8.5 55,426

Ⅱ　資本剰余金 233,257 8.1 288,679 7.2 55,422

Ⅲ　利益剰余金 1,552,676 54.2 2,127,733 53.0 575,056

Ⅳ　為替換算調整勘定 △165 △0.0 △84 △0.0 81

資本合計 2,070,600 72.2 2,756,587 68.7 685,987

負債、少数株主持分及び
資本合計

2,866,182 100.0 4,010,779 100.0 1,144,596
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(2) 連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高 3,473,364 100.0 4,765,625 100.0 1,292,261

Ⅱ　売上原価 2,079,654 59.9 2,928,930 61.5 849,275

売上総利益 1,393,709 40.1 1,836,695 38.5 442,985

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 575,122 16.5 690,922 14.4 115,800

営業利益 818,587 23.6 1,145,773 24.1 327,185

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 179 32  

２．事務手数料収入 7,300 24,800  

３．為替差益 132 －  

４．持分法による投資利益 － 793  

５．雑収入 31 7,643 0.2 0 25,625 0.5 17,982

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 184 －  

２．為替差損 － 73  

３．株式上場関連費用 19,567 22,475  

４．新株発行費 1,860 10,786  

５．持分法による投資損失 10,580 －  

６. 雑損失 16 32,209 0.9 － 33,334 0.7 1,125

経常利益 794,021 22.9 1,138,064 23.9 344,043

Ⅵ　特別損失  

１．固定資産除売却損 ※3 19,024 656  

２．引越関連費用 22,667 －  

３. 投資有価証券売却損 17,157 58,850 1.7 － 656 0.0 △58,194

税金等調整前当期純利
益

735,171 21.2 1,137,408 23.9 402,237

法人税、住民税及び事
業税

296,185 484,949  

法人税等調整額 7,500 303,685 8.8 △17,540 467,409 9.8 163,723

少数株主損失 2 0.0 3 0.0 0

当期純利益 431,488 12.4 670,002 14.1 238,514
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(3) 連結剰余金計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）

Ⅰ　資本剰余金期首残高 218,022 233,257

Ⅱ　資本剰余金増加高

　　増資による新株の発行 15,234 15,234 55,422 55,422

Ⅲ　資本剰余金期末残高 233,257 288,679

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 1,143,687 1,552,676

Ⅱ　利益剰余金増加高

　　当期純利益 431,488 431,488 670,002 670,002

Ⅲ　利益剰余金減少高

　　配当金 －  44,946  

　　役員賞与 22,500 22,500 50,000 94,946

Ⅳ　利益剰余金期末残高 1,552,676 2,127,733
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(4) 連結キャッシュ・フロ－計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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 735,171 1,137,408 402,237

減価償却費 33,215 45,954 12,738

販売権償却費 20,000 27,000 7,000

投資有価証券売却損 17,157 － △17,157

有形固定資産除売却損 19,024 656 △18,368

為替差損益 △45 △33 11

退職給付引当金の増減額 △43,800 － 43,800

持分法による投資損益 10,580 △793 △11,374

売上債権の増減額 △60,311 △61,801 △1,489

受取利息及び受取配当金 △179 △32 146

支払利息 184 － △184

たな卸資産の増減額 △76,490 △271,706 △195,216

その他流動資産の増減額 △2,858 － 2,858

仕入債務の増減額 72,205 267,103 194,898

未払金・未払費用の増減額 177,394 35,453 △141,941

前受金の増減額 23,562 △19,572 △43,134

未払消費税等の増減額 6,663 9,690 3,027

役員賞与の支払額 △22,500 △50,000 △27,500

その他 6,725 △32,951 △39,677

　　小計 915,701 1,086,374 170,673

利息及び配当金の受取額 188 42 △145

利息の支払額 △184 － 184

法人税等の支払額 △258,389 △320,231 △61,841

営業活動によるキャッシュ・フ
ロー

657,315 766,185 108,870
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅱ　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

△163,424 △47,449 115,974

無形固定資産の取得による支
出

△131,413 △45,222 86,191

投資有価証券の取得による支
出

△40,000 △40,000 －

投資有価証券の売却による収
入

2,842 － △2,842

敷金保証金の差入(返還)額 △177,074 △4,325 172,749

貸付金実行による支出(長
期）

△1,350 － 1,350

貸付金回収による収入(長
期）

974 2,339 1,364

その他投資の取得による支出 － △40,591 △40,591

その他 △291 － 291

投資活動によるキャッシュ・フ
ロー

△509,737 △175,249 334,487

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

 

株式の発行による収入 30,469 110,848 80,379

配当金支払による支出 － △44,946 △44,946

財務活動によるキャッシュ・フ
ロー

30,469 65,902 35,433

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算
差額

63 115 51

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 178,111 656,954 478,842

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 672,086 850,197 178,111

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 850,197 1,507,151 656,954
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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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数　２社

連結子会社名

　㈱シンプレクス・ビジネス・ソリュー

ション

　トリナバム・ソフトウェア・プライ

ベート・リミテッド（インド）

(1）連結子会社の数　 ２社

連結子会社名

同左

(2）非連結子会社の数

　該当事項はありません。

(2）非連結子会社の数

同左

２．持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社数　 １社 

会社名

㈱シーエムディーリサーチ

　なお、㈱シーエムディーリサーチは

第三者割当増資の引受けにより、当連

結会計期間から持分法の適用範囲に含

めております。

　㈱シーエムディーリサーチの決算日

は９月30日であります。連結財務諸表

の作成に当たって、この会社について

は、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。

持分法適用の関連会社数　　１社 

会社名

㈱シーエムディーリサーチ

　

 

 

 

　㈱シーエムディーリサーチの決算日

は９月30日であります。連結財務諸表

の作成に当たって、この会社について

は、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。

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　すべて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。

同左

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

①　有価証券

満期保有目的の債券

　償却原価法（定額法）を採用しており

ます。

①　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

（評価差額は全部資本直入法により処

理し、売却原価は移動平均法により算

定）を採用しております。

その他有価証券

────── 

時価のないもの

　移動平均法による原価法を採用して

おります。

　　　時価のないもの

同左

②　たな卸資産

仕掛品

　当社及び連結子会社は個別法による

原価法を採用しております。

②　たな卸資産

仕掛品

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

①　有形固定資産

　定率法（ただし建物（附属設備は除

く）は定額法）を採用しております。

　なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。

①　有形固定資産

同左

 

建物　　　　　 ８～38年

器具備品　　　 ４～15年

 

 

②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法を採用しております。

②　無形固定資産

同左

(3）重要な繰延資産の処理

方法

新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。

新株発行費 

同左

(4）重要な引当金の計上基準 ①　貸倒引当金

　一般債権については、見積繰入率によ

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　退職給付引当金

──────

(追加情報）

当連結会計年度において退職金制度を廃止

し、打切支給を実施いたしました。なお、

当連結会計年度における損益に与える影響

額はありません。

 

 

 

(5）重要なリース取引の処

理方法

　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

同左

(6）その他連結財務諸表作

成のための基本となる重

要な事項

消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　該当事項はありません。 同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は発生しておりません。 同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

同左

８．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

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

17 / 37
株式会社シンプレクス・テクノロジー

(4340)



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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （固定資産の減損会計に係る会計基準）

──────  　当連結会計年度より、固定資産の減損に係る会計基準

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見書」

（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固定資産

の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針　第６号　平成15年10月31日）を適用しております。こ

れによる損益に与える影響はありません。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(外形標準課税）  

 　実務対応報告第12号「法人事業税における外形標準課

税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」(企業会計基準委員会(平成16年２月13日))に基づき、

法人事業税の付加価値割及び資本割7,365千円を販売費及

び一般管理費として処理しております。

 ──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

　投資有価証券（株式）　　　　29,419千円

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

　投資有価証券（株式）　　　30,902千円

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式112,365株であ

ります。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式580,735株であ

ります。

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は

次のとおりであります。

役員報酬 42,646千円

給与賞与手当 180,211

地代家賃 17,082

採用教育費 59,029

研究開発費 56,439

外注費 58,976

販売活動費 4,546

販売権償却費 20,000

役員報酬 39,600千円

給与賞与手当 209,235

地代家賃 28,469

採用教育費 49,885

研究開発費 63,664

外注費 57,640

販売活動費 28,693

販売権償却費 27,000

※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費 ※２．販売費及び一般管理費に含まれる研究開発費

56,439千円 63,664千円

※３．固定資産除売却損の内訳 ※３．固定資産除売却損の内訳

建物 17,959千円

器具備品 1,065

器具備品 656千円

（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16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31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

されている科目と金額との関係

　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

されている科目と金額との関係

（平成17年３月31日現在） （平成18年３月31日現在）

現金及び預金勘定 850,197 千円

現金及び現金同等物 850,197

現金及び預金勘定 1,507,151 千円

現金及び現金同等物 1,507,151
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 30,795 12,831 17,963

合　　計 30,795 12,831 17,963

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具備品 30,795 18,990 11,804

合　　計 30,795 18,990 11,804

(2) 未経過リース料期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 6,155千円

１年超 12,237千円

合計 18,392千円

１年内 6,311千円

１年超 5,925千円

合計 12,237千円

(3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 (3) 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 6,546千円

減価償却費相当額 6,159千円

支払利息相当額 530千円

支払リース料 6,546千円

減価償却費相当額 6,159千円

支払利息相当額 390千円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左

(5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。

(5) 利息相当額の算定方法

同左
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②　有価証券

（前連結会計年度）（平成17年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

(自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

売却額(千円） 売却益の合計額(千円） 売却損の合計額(千円）

2,842 － 17,157

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

　該当事項はありません。

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。

（当連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

１．売買目的有価証券

　該当事項はありません。

２．満期保有目的の債券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

３．その他有価証券で時価のあるもの

　該当事項はありません。

４．当連結会計年度中に売却したその他有価証券

　該当事項はありません。

５．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額(千円）

 その他有価証券

　非上場株式 40,000

６．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。

 

③　デリバティブ取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないた

め、該当事項はありません。

同左
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④　退職給付

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．採用している退職給付制度の概要 当連結会計年度において退職金

制度を廃止し、打切支給を実施

しました。なお、当連結会計年

度における損益に与える影響額

はありません。 

────── 

２．退職給付債務に関する事項 ────── ──────

３．退職給付費用に関する事項 ────── ──────

４．退職給付債務等の計算基礎に関する事項 ────── ──────

⑤　税効果会計

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産（流動）

未払事業税 10,730千円

減価償却超過額 14,920

その他 2,076

繰延税金資産（流動）の純額 27,726

繰延税金資産（流動）

未払事業税 23,890千円

減価償却超過額 17,310

その他 1,226

繰延税金資産（流動）の純額 42,426

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 5,900

繰延税金負債（固定）の純額 5,900

繰延税金負債（固定）

特別償却準備金 3,060

繰延税金負債（固定）の純額 3,060

⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、当社グループはすべて同一セグメントである情報サービス業に属

するシステム受託開発、パッケージ商品、これらに伴う保守作業を行っております。

　よって、当該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。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高及び全セ

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、所在地別セグメント情報の記載を省略

しております。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度において、海外売上高は、いずれも連結売上高の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。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

個人主要株

主が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等

株式会社シンプ

レクス・インス

ティテュート

（注1）

東京都

新宿区
200,000

金融商品に

関する教育

事業
（被所有）

直接24.3％

間接 1.1％

役員

１名

当社の販

売先

システム保

守等

事務手数料

収入

1,440

3,600
－ －

株式会社シンプ

レクス・インベ

ストメント・ア

ドバイザーズ

（注2）

東京都

千代田区
155,650

不動産投資

顧問業

 

－

当社の販

売先

システム保

守等
4,149 － －

　（注）１．株式会社シンプレクス・インスティテュートは、当社の主要株主三上芳宏が100％所有するシンプレクス・

ホールディング組合が議決権の77.5％を所有しております。

２．株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズは、当社の主要株主三上芳宏が100％所有するシ

ンプレクス・ホールディング組合が議決権の44.4％を所有しております。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

４．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には含まれております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(1）役員及び個人主要株主等

属性 氏名 住所
資本金
(千円)

事業の内容
又は職業

議決権等の
所有（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(千円)

科目
期末残高
(千円)役員の

兼任等
事業上の
関係

個人主要株

主が議決権

の過半数を

所有してい

る会社等

株式会社シンプ

レクス・インス

ティテュート

（注1）

東京都

新宿区
200,000

金融商品に

関する教育

事業
（被所有）

直接18.8％

間接 1.0％

役員

１名

当社の販

売先

システム保

守等

事務手数料

収入

1,440

3,600
－ －

株式会社シンプ

レクス・インベ

ストメント・ア

ドバイザーズ

（注2）

東京都

千代田区

11,408,1

50

不動産投資

顧問業

 

－

当社の販

売先

システム保

守等
795 － －

　（注）１．株式会社シンプレクス・インスティテュートは、当社の主要株主三上芳宏が100％所有するシンプレクス・

ホールディング組合が議決権の77.5％を所有しております。

２．株式会社シンプレクス・インベストメント・アドバイザーズは、当社の主要株主三上芳宏が100％所有するシ

ンプレクス・ホールディング組合が議決権の31.7％を所有しております。

３．取引条件及び取引条件の決定方針等

取引金額は、一般の取引条件と同様に決定しております。

４．取引金額には、消費税等は含まれておらず期末残高には含まれております。
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⑧　１株当たり情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 17,982.47 円

１株当たり当期純利益 3,425.27 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 3,155.88 円

 　当社は、平成16年５月20日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 14,532.04 円

１株当たり当期純利益 2,649.65 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 2,477.21 円

１株当たり純資産額 4,652.01 円

１株当たり当期純利益 1,082.46 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 996.57 円

 　当社は、平成18年１月５日付で株式１株につき５株の

株式分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場

合の前連結会計年度における１株当たり情報については、

以下のとおりとなります。

１株当たり純資産額 3,596.49 円

１株当たり当期純利益 685.05 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 631.17 円

　（注）　１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益

当期純利益（千円） 431,488 670,002

普通株主に帰属しない金額（千円） 50,000 55,000

（うち利益処分による役員賞与金） (50,000) (55,000)

普通株式に係る当期純利益（千円） 381,488 615,002

期中平均株式数（株） 111,375 568,155

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 9,507 48,965

（うち旧商法280条ノ19第２項に基づく

新株引受権）
(4,911) (18,686)

（うち新株予約権） (4,596) (30,279)

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　１種類

　（新株予約権の数　3,832個）
──────

⑨　重要な後発事象

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

該当事項はありません。 該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況

(1)生産実績

 （単位：千円）

製品種類別
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

システムインテグレーション 1,523,366 2,442,033 160.3　　％

（うちコンサルティング） 244,530 148,488 60.7　　％

 （うち受託開発） 1,108,950 1,641,388 148.0　　％

 （うちパッケージ） 169,886 652,156 383.9　　％

システム保守 291,738 342,823 117.5　　％

その他 341,040 415,090 121.7　　％

合計 2,156,144 3,199,947 148.4　　％

（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．当連結会計年度より、コンサルティング、受託開発、パッケージをシステムインテグレーションとして統合

して表示しております。

 

（2)受注状況

 （単位：千円）

製品種類別

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

受注高 受注残高 受注高 受注残高前年同期比 前年同期比

システムインテグレーション 3,237,680 1,144,657 4,046,798 125.0％ 1,729,625 151.1％

システム保守 671,400 591,112 1,070,157 159.4％ 817,090 138.2％

ＡＳＰ － － 448,495 － 448,495 －

その他 443,027 198,918 342,231 77.3％ 81,533 41.0％

合計 4,352,108 1,934,688 5,907,682 135.7％ 3,076,745 159.0％

（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．当連結会計年度より、コンサルティング、受託開発、パッケージをシステムインテグレーションとして統合

して表示しております。

４．ＡＳＰ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。

５．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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(3)販売実績

 （単位：千円）

製品種類別
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

前年同期比

システムインテグレーション 2,565,148 3,461,829 135.0　　％

 （うちコンサルティング） 421,167 314,514 74.7　　％

 （うち受託開発） 1,565,202 2,165,598 138.4　　％

（うちパッケージ） 578,777 981,716 169.6　　％

システム保守 539,451 844,179 156.5　　％

その他 368,763 459,616 124.6　　％

合計 3,473,364 4,765,625 137.2

（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．当連結会計年度より、コンサルティング、受託開発、パッケージをシステムインテグレーションとして統合

して表示しております。
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