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平成 21 年 5月 26 日 

各  位 

東京都中央区日本橋 1丁目 4番 1号 
   日本橋一丁目ビルディング（コレド日本橋）

株式会社シンプレクス・テクノロジー

 代 表 取 締 役 社 長  金 子  英 樹

 （コード番号： 4340   東証 1部）

アドミニストレーショングループ  
問い合わせ先

執 行 役 員  澤 田  正 憲

T E L 0 3 － 3 2 7 8 － 6 7 5 0 （ 代 表 ）

 

（訂正）「平成 21 年３月期 決算短信」の一部訂正について 
 

記 
 
 平成 21 年 5 月 12 日に公表しました「平成 21 年３月期 決算短信」の記載内容に一部誤りがあり

ましたので、下記の通り訂正いたします。 
 なお、訂正箇所は＿線で示しております。 
 
訂正箇所：16、17 ページ ４.連結財務諸表（１）連結貸借対照表 
（訂正前） 
４.連結財務諸表 
 （１）連結貸借対照表 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

   
（省略）   
   

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,265 368,480 

資本剰余金 316,685 258,102 

利益剰余金 4,052,928 5,121,395 

自己株式 △582,346 △1,673,086 

株主資本合計 4,155,533 4,074,892 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,371 41,949 

為替換算調整勘定 △151 △1,889 

評価・換算差額等合計 53,220 40,059 

新株予約権 15,871 37,038 

少数株主持分 45 45 

純資産合計 4,224,670 4,152,036 

負債純資産合計 7,429,773 8,545,662 
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（訂正後） 
４.連結財務諸表 
 （１）連結貸借対照表 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（平成20年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成21年３月31日） 

   
（省略）   
   

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,265 368,480 

資本剰余金 316,685 316,900 

利益剰余金 4,052,928 5,062,597 

自己株式 △582,346 △1,673,086 

株主資本合計 4,155,533 4,074,892 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,371 41,949 

為替換算調整勘定 △151 △1,889 

評価・換算差額等合計 53,220 40,059 

新株予約権 15,871 37,038 

少数株主持分 45 45 

純資産合計 4,224,670 4,152,036 

負債純資産合計 7,429,773 8,545,662 
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訂正箇所：19、20 ページ ４.連結財務諸表（３）連結株主資本等変動計算書 
（訂正前） 
４.連結財務諸表 
 （３）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 362,637 368,265 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 368,265 368,480 

資本剰余金   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

自己株式の処分 － △58,797 

当期変動額合計 5,628 △58,582 

当期末残高 316,685 258,102 

利益剰余金   

前期末残高 2,912,211 4,052,928 

当期変動額   

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,234,660 1,189,079 

当期変動額合計 1,140,717 1,068,466 

当期末残高 4,052,928 5,121,395 

   

（省略）   
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（訂正後） 
４.連結財務諸表 
 （３）連結株主資本等変動計算書 
 （単位：千円）

 
前連結会計年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 362,637 368,265 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 368,265 368,480 

資本剰余金   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 316,685 316,900 

利益剰余金   

前期末残高 2,912,211 4,052,928 

当期変動額   

自己株式の処分 － △58,797 

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,234,660 1,189,079 

当期変動額合計 1,140,717 1,009,668 

当期末残高 4,052,928 5,062,597 

   

（省略）   
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訂正箇所：48、49 ページ ５.個別財務諸表（１）貸借対照表 
（訂正前） 
５.個別財務諸表 
 （１）貸借対照表 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

   
（省略）   
   

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,265 368,480 

資本剰余金   

資本準備金 316,685 316,900 

その他資本剰余金 － △58,797 

資本剰余金合計 316,685 258,102 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,063,006 5,161,913 

利益剰余金合計 4,063,006 5,161,913 

自己株式 △582,346 △1,673,086 

株主資本合計 4,165,611 4,115,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,371 41,949 

評価・換算差額等合計 53,371 41,949 

新株予約権 15,871 37,038 

純資産合計 4,234,854 4,194,398 

負債純資産合計 7,439,957 8,582,354 
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（訂正後） 
５.個別財務諸表 
 （１）貸借対照表 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（平成20年３月31日） 
当事業年度 

（平成21年３月31日） 

   
（省略）   
   

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,265 368,480 

資本剰余金   

資本準備金 316,685 316,900 

資本剰余金合計 316,685 316,900 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 4,063,006 5,103,115 

利益剰余金合計 4,063,006 5,103,115 

自己株式 △582,346 △1,673,086 

株主資本合計 4,165,611 4,115,410 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 53,371 41,949 

評価・換算差額等合計 53,371 41,949 

新株予約権 15,871 37,038 

純資産合計 4,234,854 4,194,398 

負債純資産合計 7,439,957 8,582,354 
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訂正箇所：52、53 ページ ５.個別財務諸表（３）株主資本等変動計算書 
（訂正前） 
５.個別財務諸表 
 （３）株主資本等変動計算書 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 362,637 368,265 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 368,265 368,480 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 316,685 316,900 

その他資本剰余金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

自己株式の処分 － △58,797 

当期変動額合計 － △58,797 

当期末残高 － △58,797 

資本剰余金合計   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

自己株式の処分 － △58,797 

当期変動額合計 5,628 △58,582 

当期末残高 316,685 258,102 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 4,497 － 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △4,497 － 

当期変動額合計 △4,497 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,923,714 4,063,006 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 4,497 － 

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,228,737 1,219,518 

当期変動額合計 1,139,291 1,098,906 

当期末残高 4,063,006 5,161,913 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,928,212 4,063,006 

当期変動額   

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,228,737 1,219,518 

当期変動額合計 1,134,793 1,098,906 

当期末残高 4,063,006 5,161,913 

   
（省略）   
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（訂正後） 
５.個別財務諸表 
 （３）株主資本等変動計算書 
 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

株主資本   

資本金   

前期末残高 362,637 368,265 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 368,265 368,480 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 316,685 316,900 

その他資本剰余金   

前期末残高 － － 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 － － 

資本剰余金合計   

前期末残高 311,057 316,685 

当期変動額   

新株の発行 5,628 215 

当期変動額合計 5,628 215 

当期末残高 316,685 316,900 
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 （単位：千円）

 
前事業年度 

（自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日） 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 4,497 － 

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △4,497 － 

当期変動額合計 △4,497 － 

当期末残高 － － 

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,923,714 4,063,006 

当期変動額   

自己株式の処分 － △58,797 

特別償却準備金の取崩 4,497 － 

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,228,737 1,219,518 

当期変動額合計 1,139,291 1,040,108 

当期末残高 4,063,006 5,103,115 

利益剰余金合計   

前期末残高 2,928,212 4,063,006 

当期変動額   

自己株式の処分 － △58,797 

剰余金の配当 △93,943 △120,612 

当期純利益 1,228,737 1,219,518 

当期変動額合計 1,134,793 1,040,108 

当期末残高 4,063,006 5,103,115 

   
（省略）   
   

 
 

以 上 




