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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 14,988 7.3 2,561 △15.6 2,514 △16.4 1,448 △21.5
22年3月期 13,970 17.0 3,034 20.3 3,009 21.1 1,844 55.1

（注）包括利益 23年3月期 1,464百万円 （△19.7％） 22年3月期 1,822百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 2,621.44 2,519.51 22.6 23.0 17.1
22年3月期 3,360.46 3,255.72 37.2 31.8 21.7

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  △35百万円 22年3月期  △24百万円

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 11,521 7,499 60.8 12,650.13
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  7,008百万円 22年3月期  5,796百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 2,711 290 △708 5,014
22年3月期 1,400 △987 △641 2,722

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 400.00 400.00 219 11.9 4.2
23年3月期 ― 0.00 ― 480.00 480.00 265 18.3 4.1
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 500.00 500.00 16.3

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、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 7,680 14.6 1,120 △3.9 1,110 △1.0 570 △17.3 1,028.87
通期 17,500 16.8 3,100 21.0 3,080 22.5 1,700 17.4 3,068.56



4.  その他 
(1) 期中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） ： 有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）詳細は、添付資料P.25「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」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 3社 （社名）
株式会社シンプレクス・コンサルティン
グ、バーチャレクス・コンサルティング株
式会社及びその子会社

、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う変更  ： 有
② ①以外の変更  ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期 589,955 株 22年3月期 589,955 株
② 期末自己株式数 23年3月期 35,949 株 22年3月期 40,115 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 552,603 株 22年3月期 548,948 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 6,942 △50.3 1,398 △53.9 1,396 △53.9 789 △57.7
22年3月期 13,970 17.0 3,030 20.3 3,030 20.6 1,866 53.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 1,427.94 1,372.41
22年3月期 3,400.48 3,294.49

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 6,596 6,508 97.3 11,582.73
22年3月期 10,398 5,926 56.4 10,661.26

（参考） 自己資本 23年3月期  6,416百万円 22年3月期  5,861百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中です。 

※ 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。 
 
当社では、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
体制に移行しております。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 1,360 △77.7 640 △45.2 580 △8.9 1,046.92
通期 2,220 △68.0 730 △47.7 640 △18.9 1,155.22
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（1）経営成績に関する分析 

 ⅰ.当期の経営成績  

 当連結会計期間の業績は、 

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。 

 当連結会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 当連結会計期間は、売上高が前年同期を上回ったものの、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前年同期を下

回る結果となりました。 

 売上高においては、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

により、14,988,344千円(前年同期13,970,535千円)となり前年同期を上回る結果(前年同期比7.3%増)となりました。 

 利益面においては、ＵＭＳ（サービス）の利益率が低下したこと等により、全体の売上総利益率は41.0％(前年同期

は43.1％）と低下したものの、売上総利益は増収効果により、6,143,041千円(前年同期6,020,655千円)と前年同期を

上回りました。 

 販売費及び一般管理費は、研究開発費1,436,007千円（前年同期1,093,246千円）を大幅に増額した影響などにより

3,581,762千円（前年同期2,986,319千円）、売上高販管費率23.9％（前年同期21.4％）と前年同期を上回りました。

研究開発費の増加については、今春リリース予定の新世代ＳＰＲＩＮＴの開発コストが主な要因ですが、開発は順調

に進捗しています。 

 その結果、営業利益は2,561,278千円（前年同期3,034,335千円、前年同期比15.6％減）、経常利益は2,514,947千円

（前年同期3,009,486千円、前年同期比16.4％減）と前年同期を下回りました。 

 当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の株式売却益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、投資有価証券評価損34,500千円などを計上した結果、1,448,615千円（前年同

期1,844,719千円、前年同期比21.5％減）となりました。 

 なお、第２四半期においてバーチャレクス・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、当連結会計

年度では売上高2,147,002千円、営業利益150,812千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に関して、売上高は5,329,807千円（前年同期4,252,955千

円）と前期が低調であった反動とバーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化の影響があり、前年同

期を大幅に上回る結果となりました。また、売上高総利益率は39.1％(前年同期38.5％）となりました。 

  保守の売上高は、1,588,559千円（前年同期1,600,207千円）と前年同期とほぼ同水準で推移しましたが、売上高総

利益率は53.9％（前年同期47.7％）と前年同期と比べて大きく改善しました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、ＦＸ取引に対するレバレッジ規制の影響により新規案件が減少したこと、及び新世代

ＳＰＲＩＮＴへの切替を視野に入れ現行版ＳＰＲＩＮＴの受注を抑制した影響により1,586,491千円（前年同期

4,325,509千円）と前年同期を大きく下回りました。しかし、売上総利益率に関しては特定の高採算案件の影響により

52.4％（前年同期40.6％）となりました。 

 ＵＭＳ（サービス）の売上高は、前期相次いだ新規契約分が通年寄与したことに加えて、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4,894,609千円（前年同期3,684,092千円）と前年同期を上回る結果となりました。

しかし、大証ＦＸ関連サービスの取引量低迷や、特定のＦＸ案件において障害の発生に伴う対応工数が増加したこと

などから、売上高総利益率は39.4％（前年同期47.6％）と前年同期と比べて大きく低下しました。 

  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1,379,177千円、売上総利益率は17.0％となっております。 

③  分野別の売上では、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によりＣＲＭ／ＳＦＡの売上高

が、大きく増加しました。インターネット取引システムについては、新世代ＳＰＲＩＮＴへの切替を視野に入れ現行

版ＳＰＲＩＮＴの受注を抑制した影響などにより、前年同期比83.4%と減少しました。 

 ディーリング分野では、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

１．【経営成績】

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結純利益 

14,988,344

2,561,278

2,514,947

1,448,615

千円 

千円 

千円 

千円 

（前年同期比   ％増）

（前年同期比  ％減）

（前年同期比  ％減）

 （前年同期比  ％減）

7.3

15.6

16.4

21.5
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ーダーを中心に安定的に推移しました。  

④ 当期末における受注残高は、大型案件の受注獲得はならなかったものの、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（2,199,752千円）もあり、10,102,874千円（前年同期末7,440,419千円、

前年同期末比35.8％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。  

  

  （参考情報） 

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 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。平成22年３月期より利益分のみ売上に計上して 

   おります。 

  

② 売上の分野別の概況 

  

  ⅱ.来期の見通し 

 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、東日本大震災以降の金融市場の混乱の影響を受け依然

として厳しい状況が続くと見込んでいます。 

ただし、国内金融機関を中心とした収益力強化や効率化への取り組みを背景に、当社グループは積極的に金融フロン

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投資は堅調に

推移すると予想しています。 

 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 システムインテグレーションの大型案件の受注拡大について 

（ディーリングシステム） 

 ディーリングシステムは、金利系（債券・デリバティブ）、株式、為替と主要な金融商品を網羅するシステムが完

成しており、大型案件の受注体制は整いつつあります。特に、債券ディーリングシステムは、大手証券会社上位10社

中９社に既に導入され、当社グループ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力を活かした

販売展開を進めていきます。 

 前期は受注獲得できなかったシステムインテグレーションの大型案件の受注を獲得するため、既に見えている案件

の提案活動を継続するとともに、営業部隊を整備強化し潜在的な案件の掘り起こしを行うなど、積極的な営業活動を

展開していきます。さらに、グローバル競争力のあるパッケージ商品の開発に向け、大型システムインテグレーショ

ン案件の受注や積極的な研究開発投資を通して既存のディーリングパッケージを洗練・強化していきます。  

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）  

当連結会計年度  
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

売上 
（千円） 

構成比％ 利益率％ 
売上 

（千円） 
構成比％ 利益率％  増減（千円） 

システム 

インテグレーション 
 4,252,955 ％30.4 ％38.5 5,329,807 ％35.5 ％ 39.1 1,076,852

システム保守  1,600,207 ％11.5 ％47.7 1,588,559 ％10.6 ％ 53.9 △11,647

ＵＭＳ(導入) ＊１  4,325,509 ％30.9 ％40.6 1,586,491 ％10.6 ％ 52.4 △2,739,017

ＵＭＳ(サービス)  3,684,092 ％26.4 ％47.6 4,894,609 ％32.7 ％ 39.4 1,210,517

アウトソーシング  － ％－ ％－ 1,379,177 ％9.2 ％ 17.0 1,379,177

その他    ＊２  107,771 ％0.8 ％100.0 209,698 ％1.4 ％ 100.0 101,926

総合計  13,970,535 ％100.0 ％43.1 14,988,344 ％100.0 ％ 41.0 1,017,809

  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度  
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）  

売上（千円） 構成比％ 売上（千円） 構成比％ 増減（千円） 

ディーリングシステム 4,221,273 ％30.2 4,166,102 ％ 27.8 △55,171

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 166,163 ％1.2 2,955,339 ％ 19.7 2,789,175

インターネット取引システム 8,888,597 ％63.6 7,412,290 ％ 49.5 △1,476,307

その他 694,500 ％5.0 454,612 ％ 3.0 △239,888

計 13,970,535 ％100.0 14,988,344 ％ 100.0 1,017,809
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（対都市銀行・信託銀行） 

 メガバンクなど既存顧客については取引が拡大傾向にあります。現在受注している案件の成功に全力を尽くし、継

続的な取引の拡大を目指します。まだ大口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を実践し、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。 

 ② ＵＭＳ事業について 

 労働集約型事業モデルからサービス型事業モデルへの転換を目指して、ＵＭＳ事業をさらに拡大していきます。Ｓ

ａａｓ型サービスであるインターネット取引システム「ＳＰＲＩＮＴ」は既に多くの顧客を獲得し、安定継続的な売

上が計上されています。来期は、研究開発投資した新世代ＳＰＲＩＮＴへの切替を既存顧客に積極的に提案し、受注

を拡大していく方針です。システムの安定性、初期開発コストの低減、運用コストの低減といったユーザーニーズへ

の対応とともに、収益連動型課金体系による弊社の収益力の向上を目指します。その他にも複数の分野で参入を準備

していますが、その進捗状況については適時お知らせしていきます。 

 ③ 研究開発への先行投資について 

 新世代ＳＰＲＩＮＴへの研究開発投資を中心に、来期は研究開発費予算を15億円（当期実績14.3億円）計上してお

ります。新世代ＳＰＲＩＮＴは、今春にリリース予定のくりっく３６５対応版に加えて、多様な商品の対応版を順次

リリースしていく予定です。同時に営業活動を活発化し、顧客の獲得による収益力の更なる強化を目指します。 

 ④ 人材・組織について 

 質の高い金融ＩＴサービスを提供するため、中途・新卒採用に注力し、質の高い人材の採用・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。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。 

  次期の連結業績の見通しは、以下を予定しております。 

  

（２）財政状態に関する分析 

  ⅰ. 資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の資産合計が、11,521,091千円（対前連結会計年度末比1,175,693千円増加）となりました。主

に、現金及び預金が2,311,198千円増加したこと、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334,248千円増加したことによる一方で、未収入金が899,126千円、投資有価証券が729,746千円減少し

たことによるものです。 

 負債合計は、4,022,041千円（対前連結会計年度末比462,521千円減少）となりました。これは主に長期借入金が

367,561千円減少したことによるものです。 

  また、純資産合計は7,499,050千円（対前連結会計年度末比1,638,215千円増加）となり、自己資本比率は60.8％

（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。 

  

  ⅱ. キャッシュフローの状況 

 当連結会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2,291,158千円増加し、当連結会計年度末には5,014,119千円となりました。 

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

17,500 

3,100 

3,080 

1,700 

千円 

千円 

千円 

千円 

（前期比 16.8％増）

（前期比 21.0％増）

（前期比 22.5％増）

（前期比 17.4％増）

（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。  
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、2,711,059千円の資金取得（前連結会計年度1,400,695千円の資金取得）となりました。これは、

主に税金等調整前当期純利益2,382,082千円、減価償却費556,820千円、未収入金の減少899,126千円が発生したことか

ら資金を得た一方で、法人税等の支払で1,258,478千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、290,662千円の資金取得（前連結会計年度987,880千円の資金使用）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得196,435千円、無形固定資産の取得49,633千円、敷金保証金の支払97,916千円による資金が減少し

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、708,141千円の資金使用（前連結会計年度641,395千円の資金使用）となりました。これは主に、

長期借入金の返済として573,503千円、配当金支払として219,796千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。 

 （キャッシュ・フロー関連指標の推移） 

 当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。 

  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：株式時価総額／総資産 

  キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

  インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

（注３）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全負債を対象としております。

 (３) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

（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。 

 創業から第７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、第８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15％程度と定め、業績連動

型の配当とします。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、新規サービス事業及び新技術の

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。 

 当社は、取締役会の決議によって、毎年９月30日を基準日として、中間配当をすることができる旨を定款にて定め

ております。 

 平成23年３月期の配当につきましては、１株当たり80円増配して、１株当たり480円の配当金（前期は400円）とし

ております。 

 なお、平成24年３月期の配当金につきましては、現在の業績予想を前提として、１株当たり20円増配して、１株当

たり500円の配当金（中間配当は０円）を予想しております。 

  平成22年３月期 平成23年３月期 

  中間 期末 中間 期末 

自己資本比率（％）  54.5    56.0  58.7    60.8

時価ベースの自己資本比率（％）    278.6  257.2    262.9  170.2

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
   10.8  1.1    1.2  0.5

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
   11.6    52.1    104.5    119.0
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（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

でいきます。投資家から見て投資しやすい水準を 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16年５月 普通株式１株を５株とする株式分割（無償交付） 

平成18年１月 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。 

 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す。 

 (４) 事業等のリスク 

  以下に記載している将来に関する事項は、平成23年３月31日現在において、当社グループの事業展開上のリスク要

因となる可能性があると当社グループが判断した事項を記載しております。また、当社グループとしては必ずしも事

業上のリスクとは考えていない事項についても、投資判断の上で、或いは当社グループの事業活動を理解する上で重

要と考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から記載しております。当社グループはこ

れらのリスクの発生の可能性を認識し、事業活動を行っております。当社グループ株式に関する投資判断は、本項以

外の記載内容も併せて慎重に検討した上で行う必要があります。  

   

ⅰ．当社グループの事業内容に関するリスク 

 ① 当社グループの事業の概要 

 当社グループは、金融機関が戦略的なＩＴ投資によって収益の拡大を図ろうとする領域を金融フロンティア領域と

定義し、金融フロンティア領域向けに特化した 先端の金融システムソリューションを提供する事業を展開していま

す。当該分野は、「高度な専門ノウハウ（金融工学、業務知識など）」と、「 先端ＩＴ技術」を融合した非常に高

度な専門性を求められる特殊な領域であり、一般的に想定することが難しいリスクが生じる可能性があります。 

  

 ② 当社グループの競争優位 

 金融フロンティア領域に対するシステムソリューションを展開する際に必要不可欠なものが、「高度な専門ノウハ

ウ」と「 先端ＩＴ技術」です。当社グループは、これら全ての要素を高いレベルで兼ね備えた数少ない企業の一つ

です。 

 当分野は、高度な専門性が要求されるため、大手システム会社であってもこれら全ての要素を高いレベルで兼ね備

え、ビジネスモデルとして確立することは容易でないことから、当社グループは参入障壁の高いビジネスを展開して

いると自負しております。今後も当社グループは、高度な専門性を活かした付加価値の高いビジネスに特化して事業

展開していきます。 

しかし、何らかの理由で競争優位を失った場合は、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ③ 技術革新 

 当社グループの主たる事業領域である金融フロンティア領域では、技術革新のスピードが速いため、競争優位を確

保し維持するためには、 先端のノウハウとシステムを保有し、かつそれらを継続的にアップデートしていく必要が

あります。当社グループにおいては迅速な環境変化に対応できるような組織運営を進めておりますが、当社グループ

の想定以上の技術革新等による著しい環境変化が生じた場合は、当社グループが十分な対応を行えるか否かは不透明

です。当社グループが技術革新等の著しい環境変化に十分な対応が行えなかった場合は、当社グループの業績に影響

を与える可能性があります。 

   

ⅱ．システム開発事業におけるリスク 

 ① 赤字プロジェクトの発生 

 当社グループのシステム開発事業では、顧客の要望に基づいて見積コストを算出し当社グループの利益を反映した

上で顧客との契約代金を決定しています。当社グループでは、見積の精緻化及び社内的なチェックの仕組みによっ

て、プロジェクトの採算性には十分留意しておりますが、見積コストを超えた実績コストが発生し、赤字プロジェク

トが発生する場合があります。 

 また開発工程においても品質管理に十分な対策を講じておりますが、開発トラブル等によって赤字プロジェクトが

発生する可能性があります。 

 特に大規模システムの開発で赤字プロジェクトが発生した場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があり
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ます。 

  

 ②システム開発におけるトラブルの発生 

 システム開発事業では、顧客との契約に基づいてサービスの提供が行われ、その契約中では、納品期限、性能要

件、機能要件、サービスレベル等が定義されています。当社グループでは契約条項に基づいたサービスを提供してい

ますが、何らかの理由等によって、契約条項を遵守することができない場合があります。 

 また、何らかの理由等によって、顧客の検収後に発生した不具合（いわゆるバグ）が発見される場合があります。

 当社グループでは、品質管理に十分な対策を講じるとともに、契約に免責条項を定める、損害賠償保険に加入する

などの方法でリスクヘッジを行っております。しかし、当社グループの重大な過失によって契約条項を遵守できない

場合、またはシステムの不具合が生じた場合、損害賠償の発生や信用失墜等によって、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

 なお、現在まで契約条項を遵守できない、またはシステムの不具合等によって、当社グループの業績に重大な影響

を与えるクレーム等を受けたことはなく、訴訟等も発生しておりません。 

  

ⅲ．顧客の大半を金融機関に依存するリスク 

 当社グループは、現時点では売上の大半を国内金融機関に依存しております。このため、顧客である金融機関の以

下の動向の影響を受ける可能性があります。 

 ① 金融機関のＩＴ投資動向 

 当社グループの主たる事業は、金融機関において利用されるシステムの開発であるため、各金融機関におけるＩＴ

投資動向が、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。特に現時点では顧客の大半が国内金融機関とな

っているため、国内金融機関の合併・統合・倒産・国有化などの状況によっては、ＩＴ投資動向が大きく変化する可

能性があります。 

現時点での見通しとしては、国内金融機関については概ね再編が終わっていると考えられるため大きな影響はない

と考える一方で、国内金融機関がグローバルな統合に巻き込まれた場合はＩＴ投資動向が変化する可能性があると考

えています。また、外資系金融機関については現時点ではほとんど顧客となっていないため、弊社の業績には大きな

影響はないと考えています。 

  

 ② 金融機関を取り巻く法令や規制の変更・強化等 

当社グループの主たる事業は、金融機関において利用されるシステムの開発であるため、金融機関の業務を取り巻

く法令や規制の変更・強化等が実施された場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

短期的にはドキュメント作成などへの対応で追加的なコストが発生する可能性があります。また将来的には、金融

機関の業務領域を制限するような法令や規制、または金融機関のシステム開発に関連するアウトソーシングを制限す

る法令や規制が実施された場合、当社グループの業績に多大な影響を与える可能性があります。 

  

 ③ 金融フロンティア領域の動向 

 日本の金融機関のＩＴ投資は、欧米の金融機関と比較して、勘定系システムなど効率化による費用削減のために行

ういわゆるバック領域への投資の比重が高いと言われています。当社グループは、日本の金融機関の競争力強化のた

めには、戦略的なＩＴ投資が促進され、金融フロンティア領域への投資が欧米並みに増加することが必要不可欠であ

ると考えています。また近年、インターネットでの金融取引の発展や新しい金融商品の拡充に伴って、金融フロンテ

ィア領域へのIT投資は急速な勢いで拡大しています。さらに、金融機関の競争力強化、規制緩和、技術革新などによ

る金融機関業務の広がりが、今後の“金融フロンティア領域”へのＩＴ投資の拡大を予感させます。 

 当社グループは、当分の間、金融フロンティア領域に特化する戦略をとっているため、金融フロンティア領域の将

来の市場規模や金融機関を取り巻く経済環境などが当社グループの想定と異なった場合は、当社グループの業績に影

響を与える可能性があります。 

  

ⅳ．人材の確保についてのリスク 

 ① 優秀な人材の確保・定着 

 当社グループの事業において中心的な経営資源のひとつは人材であり、優秀な人材を確保・定着させることが 重

要戦略の一つです。 

 当社グループでは、優秀な人材を人種・国籍・性別・年齢を問わず世界各国から幅広く採用しています。 高水準

の人材を集めるためには、業界 高水準の報酬を用意することももちろん重要ですが、報酬だけに依存する人材活用

ではなく、スキルアップ等を含めた社内環境、優秀な人材を受け入れる事のできる社内風土の確立が、 高水準の人

材との信頼関係構築のために 重要要素であると認識しています。 

 これらの人事上の課題を充足できない等の理由により、優れた人材を確保・定着させていくことが出来ない場合、
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将来的な当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ② 新卒採用の人材 

 近年、会社規模拡大のためには中途採用のみの人材拡充では限界があるため、優秀なエンジニア確保の必要性か

ら、ポテンシャルが高い新卒採用を強化しています。 

 新卒採用では、社内における組織的な教育研修制度の策定が必要不可欠です。当社グループではこれまでの新卒採

用を通じて、新卒採用社員の教育研修プログラムを強化・体系化しておりますが、今後新卒採用社員の戦力化に想定

以上の時間がかかった場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

ⅴ．知的所有権によるリスク 

 ① 第三者の知的所有権の侵害 

 当社グループにおいて利用するシステムプログラム等は、基本的に著作権等の知的所有権を当社グループに留保し

ており、当社グループ独自のものであると認識しております。しかし、当社グループの認識の範囲外で、第三者の知

的所有権を侵害する可能性があります。第三者の知的所有権を侵害した場合、当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。 

  

 ② 今後発生する著作物における著作権の確保 

 当社グループの基本戦略は、著作権を当社グループに留保し経営資源として活用するという戦略ですが、今後新た

に発生する著作物についても、著作権を当社グループに留保し経営資源として活用することが将来にわたり常に維持

できるという保証はありません。また、この戦略を維持することに伴って想定以上のコストがかかる可能性がありま

す。従って、この戦略が当社グループの想定どおりに機能しない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性が

あります。 

  

 ③ 他社の知的所有権の取得 

 ビジネスモデル特許を含めた他社の知的所有権の獲得動向に関しては、会社設立の早い段階より対応を進めており

ますが、他社が当社グループのビジネスの阻害要因となるような知的所有権を取得する可能性があります。他社によ

る知的所有権の取得動向によっては当社グループの事業展開および業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ④ 個人情報等の重要な機密情報の流出 

 当社グループでは、業務上、個人情報等の重要な機密情報を顧客より受領する場合があります。当社グループで

は、情報管理を徹底するとともに、役職員に対し研修等においてその重要性を周知徹底しています。また、外部から

の不正アクセス等についての対策を行い外部からの攻撃対策を講じると共に、社内からの情報流出についてもシステ

ム的な対策を講じております。しかしながら、当社グループが取り扱う個人情報等の重要な機密情報について、漏

洩、改ざんまたは、不正使用等が生じる可能性が完全に排除されているとは言えず、何らかの要因からこれらの問題

が発生した場合、損害賠償の発生や信用の失墜等によって、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

  

ⅵ．経営方針によるリスク 

 ① 配当政策 

 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います。 

 現在、当社グループは成長過程にあると考えており、内部留保を図り、今後の事業拡大のための投資等に充当し、

企業価値の拡大を目指すことが結果的に株主に対する 大の利益還元につながるとの認識に立ち、内部留保の充実を

優先しており、配当性向を15％程度と定めております。今後は、上記の配当政策についての基本方針に則り株主への

利益還元を検討する方針ですが、当面は内部留保を優先する可能性があります。 

 また、配当政策を業績連動性としているため、業績が悪化した場合、これに伴って配当が減少するリスクがありま

す。 

  

 ② ストック・オプションによる希薄化 

 当社グループはストック・オプション制度を採用しております。 

 当社グループの事業は、高水準な技術・スキル・ビジネス感覚を持った人材をいかに多く獲得・維持するかという

ことに大きく依存しております。そこで役員及び従業員に対するインセンティブとしてストック・オプションを付与

しており、今後も継続的に実施していくことを検討しております。よって、これらのストック・オプションが実施及

び行使されれば、投資家の保有株式の価値が希薄化することとなります。 

 また、会計制度の変更に伴ってストック・オプションの費用化が実施されており、今後の収益に影響を及ぼす可能
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性があります。 

  

 ③ 研究開発の方針 

 当社グループは、新サービスの開発を目的として研究開発を行っており、今後も成長のために研究開発費の支出を

継続する方針です。 

 費用対効果を意識しているため現時点での急激な研究開発費の増加は予想していませんが、何らかの理由で当社グ

ループの見通しが外れた場合、研究開発費が増加するとともに投下した研究開発費の全てを回収できない可能性があ

り、当社グループの収益性に影響を及ぼす可能性があります。 

  

ⅶ．その他の直近におけるリスク 

 ① ＦＸ事業者への売上高依存度の高さ 

当社グループの売上は、ここ数年ＦＸ事業者に対する売上高比率が高まっています。これはＦＸマーケットの急

速な拡大に加えて当社グループのシェアが高いことに起因しております。 

また、ＦＸ業界においては、段階的な法規制が予定されており、ＦＸ業界全体に環境の変化が生じる可能性があ

ります。 

当社グループでは、ＦＸ事業者以外の顧客層を拡大することでリスクの分散を図るとともに、安定継続的な課金

収入のビジネスの比率を高めることで環境変化に対応できる体制を取っています。今後、ＦＸ業界において、何らか

の理由でマーケット状況に環境変化が生じた場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ② 成功報酬型ビジネスであるＵＭＳ事業へのシフト 

当社グループは、設立以来金融フロンティア領域におけるシステム開発業務を中心に事業展開して参りました

が、平成18年11月に公表した中期事業計画に沿って、新規事業であるＵＭＳ事業にシフトしています。 

ＵＭＳ事業とは、弊社が自社開発したシステムをサービスとして提供するいわゆるSaas型、クラウド型のビジネ

スモデルを採用し、顧客の収益に連動する成功報酬型の課金体系を採用しています。 

当該分野は、従来の事業ドメインの延長線上にある分野ではありますが、当該分野への事業展開で当社グループ

が優位性を維持できない場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

また、成功報酬型の課金体系を採用しているため、顧客の収益によって、弊社の収益が変動する可能性がありま

す。また、収益が当初見込みを大きく下回った場合、サービスを提供するための初期投資および費用などの投資金額

を回収できない可能性があります。 

 既にＵＭＳ事業などの安定継続的な売上の比率が高まっており、安定的な収益体制が確立されつつありますが、経

済環境や顧客動向の影響により利用顧客の拡大が図れず、ＵＭＳ事業の売上比率が上がらない場合、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

  

 ③ 東日本大震災による影響 

 平成23年３月に発生した東日本大震災において、当社グループにおける人的/物的被害は特にありませんでした。 

またこれに関連して、現時点で顧客である金融機関のＩＴ投資動向に大きな変化はありません。ただし、一般的にＩ

Ｔ投資は景気に対して遅効性があると考えられるため今度の動向に注意する必要があります。 

また、東日本大震災に関連して計画停電等が発生する可能性が報道されています。システム開発事業において電力は

不可欠です。当社グループでは短期的な停電への対応はできていますが、計画停電ないし大規模な停電が長期間にわ

たって発生した場合、システム開発作業面での支障や金融機関の業績悪化によるシステム投資の抑制等により、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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 当社グループは、当社（株式会社シンプレクス・ホールディングス）と子会社７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、ディーリング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、 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す。 

当社グループの事業の系統図を示すと以下のとおりであります。  

２．【企業集団の状況】

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・コンサルティン

グ 

東京都中央区  100,000

ＳＩ、保

守、ＵＭ

Ｓ、その他 

 100.0

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。 

役員の兼任５名 

（注)２.

３ 

株式会社シンプレク

ス・ビジネス・ソリ

ューション 

東京都中央区  20,000
ＳＩ、その

他 
 100.0

情報サービス業及び人材

派遣業、人材紹介業を行

っている。 

役員の兼任２名。 

  

Simplex U.S.A., 

Inc. 

米国 

カリフォルニア

州、サンフラン

シスコ 

 

（ 万US 

ドル）

  

21,384

20 ＳＩ、ＵＭ

Ｓ導入 
 100.0

海外営業のマーケティン

グ拠点、ＵＭＳ事業にお

ける研究開発拠点として

活動を行っている。 

役員の兼任２名  

  

シンプレクス・コン

サルティング・ホン

コン・リミテッド 

中国 

香港  

 

(10万香港

ドル）

1,128

ＳＩ  100.0

当社子会社の取引先であ

る国内金融機関の中国国

内および東南アジア域内

進出に対する、システム

開発及びサポート体制の

強化を行う予定。  

 役員の兼任２名  

 （注)４ 

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 

 

（ 万 

ルピー）

1,420

50 ＳＩ  70.0

当社子会社に対して金融

システムの構築及びコン

サルティングを行う予

定。  

（注)５ 
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（注）１．主要な事業内容欄には、セグメントの名称を記載しております。 

   ２. 平成22年10月１日付で、当社の新設承継会社として設立され、当社のシステムインテグレーション事業、 

     ＵＭＳ事業、その他事業を承継しております。 

      ３. 特定子会社に該当しております。 

   ４. 平成22年11月30日付で、当社の子会社として設立されました。 

   ５．平成23年３月31日現在未稼動です。 

      ６. 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㈱の株式を追加取得し連結子会社となりまし 

     た。     

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 

バーチャレクス・コ

ンサルティング株式

会社 

東京都港区  493,783

ＳＩ、アウ

トソーシン

グ 

 51.4

当社子会社に対してコー

ルセンターを中心とした

ＣＲＭ分野に関するコン

サルティングを行ってい

る。 

 役員の兼任１名 

 （注)３.

６ 
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（１）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、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。 

 当社グループの競争力の源泉は、「高度な専門ノウハウ」と、「 先端ＩＴ技術」にあります。当社グループは、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。当社グ

ループは、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（金融ノウハウ＋ 先

端ＩＴ技術）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）目標とする経営指標 

 当社グループが目標とする経営指標は、下記の２指標になります。 

 当社グループは、人材派遣型の労働集約的ビジネスではなく、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、高い売上高営業利益率を確保し、高付加価値と高効率・高収益性の実現を目指します。 

（３）中長期的な会社の経営戦略 

 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います。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。当社グループは、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きます。 

 当社グループは、クライアントの成功を支援することで、「安定した高い成長」と「高い収益性」を継続的に両立し、

企業価値の拡大及び社会貢献を実現していきます。 

（４）会社の対処すべき課題 

① 経営環境－金融フロンティア領域への投資需要の喚起 

 当社グループは、金融機関の収益力の向上及び金融再生を支援するため、 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います。また、日本の金融機関は、欧米と比較してフロンティア領域に対するシステム

投資が不足していると言われており、日本の金融機関が、収益力を向上し、国際的な競争力を現在以上に発揮するた

めには、欧米並みの金融フロンティア領域への投資拡大は必要不可欠です。 

 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－製品およびサービスのフルライン化、高品質化、グローバル対応力の強化 

 金融商品の多様化・複雑化、インターネット取引の拡大、規制緩和、金融機関再編による統合作業の終了、制度変

更等の結果、当社グループ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。したがって、当社グループが金融ハイテクベンチャーとしてトップの座を維持するために、新商品への対応も含

めた当該領域における製品およびサービスのフルライン化を進める事が 重要課題であると認識しております。 

 また、近年の金融システムは、高品質かつ高安定性の製品が求められており、高品質な製品開発を維持できる体制

の構築継続が重要な課題であると認識しております。 

 さらに将来的な海外展開を見据えて、グローバル競争力のあるパッケージの開発も必要であると認識しており、プ

ロジェクトの成功を通じて、グローバル対応力の強化も進めていきます。 

③ 営業面－マーケティングの強化、アカウントセールス機能の強化 

 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、 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。 

３．【経営方針】

① 売上高営業利益率 

② 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ） 

：目標 ％ 

：目標 ％ 

30

25

（平成23年３月期    ％） 

（平成23年３月期      ％） 

17.1

22.6
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 当期に大型案件の受注獲得が進まなかった反省を踏まえて、メガバンク、大手証券会社などの大口顧客に対するア

カウントセールスの機能を充実するため、人員の拡充を進め体制強化を実施していきます。 

 今後これらのセールスチャネルをさらに強化していく計画です。 

④ 収益構造の強化－ＵＭＳ事業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、システムインテグレーションが収益の中心となっておりますが、今後、Ｓａａｓ型ビジネスであるＵＭＳ

事業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。 

 また、収益連動型課金形態であるＵＭＳ（サービス）の売上を拡大することで、安定継続的な収益体質を確立する

とともに、顧客収益拡大による弊社収益拡大の機会を積極的に確保していきます。 

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。当社グループでは、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、適切な人事評価・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 中期事業計画の実現 

 当社グループは、第二次中期事業計画（平成18年11月発表）を修正した修正第二次中期事業計画を確実に実現する

ことが重要な課題であると認識しております。 

（５）その他、会社の経営上重要な事項 

  中期経営計画の進捗状況 

 当社グループは、平成18年11月に発表した５ヵ年の第二次中期事業計画について 終年度を平成25年３月期に修正した

修正第二次中期事業計画を発表しております。現在のシステム開発事業中心の労働集約的な収益構造から、新規サービス

事業であるＵＭＳ（Universal Market Service）事業へと収益構造を転換し、「労働集約性の低いストック型収益構造の

確立」を目標としております。 

  

 その業績目標としては、以下の通りです。（カッコ内は平成18年３月期との比較） 

■平成18年３月期実績：連結実績 売上： 47億円        営業利益：  11億円 

■平成23年３月期実績：連結実績 売上：149億円（3.2倍）    営業利益：25.6億円（2.3倍） 

■平成25年３月期計画：連結計画 売上：175～225億円（4.8倍） 営業利益：50～60億円（5.5倍） 

 

 平成23年３月期実績における達成度は以下のとおりであります。 

 (注)達成率には計画値の上限値に対する達成率を表示しております。  

 平成23年３月期修正計画値については、売上高に関しては計画値150億円に対して概ね修正計画通りとなり、営業利益

に関しては25.6億円と修正計画値を上回りました。今後も修正第二次中期事業計画の 終計画値の達成に向けてグループ

一丸となって事業を推進していきます。 

 なお、当該修正第二次中期事業計画につきましては、当社ホームページ上にて、詳細を公表いたしますのであわせてご

確認ください。当社グループは、ＵＭＳ事業を軌道に乗せることで、当該中期事業計画の達成を目指します。 

  
 平成23年３月期 

実績 

平成23年３月期 

修正計画値  
達成率 

平成25年３月期 

計画値 
達成率 

 売上高  149億円 150億円  99.9％（未達成）  175～225億円 66.6％ 

 営業利益  25.6億円  22.5億円  113.8％ (達成)     50～60億円 42.7％ 
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,722,960 5,034,159

売掛金 1,440,769 1,565,250

未収入金 1,886,108 986,982

たな卸資産 ※1  23,220 ※1  65,395

未収還付法人税等 － 158,318

繰延税金資産 265,000 143,204

前払費用 255,165 331,795

その他 24,983 32,252

貸倒引当金 － △1,575

流動資産合計 6,618,207 8,315,783

固定資産   

有形固定資産   

建物 142,343 284,615

工具、器具及び備品 1,664,854 1,963,064

車両運搬具 8,095 8,095

土地 2,157 2,157

建設仮勘定 85,986 27,345

減価償却累計額 △985,510 △1,546,180

有形固定資産合計 917,927 739,098

無形固定資産   

電話加入権 364 4,133

ソフトウエア 302,881 240,697

ソフトウエア仮勘定 3,142 56,289

のれん － 334,248

その他 － 2,151

無形固定資産合計 306,388 637,520

投資その他の資産   

投資有価証券 ※2  1,382,625 ※2  652,878

長期前払費用 111,421 52,019

敷金及び保証金 770,086 809,434

保険積立金 2,330 19,526

繰延税金資産 152,600 211,019

その他 83,810 83,810

投資その他の資産合計 2,502,874 1,828,689

固定資産合計 3,727,190 3,205,308

資産合計 10,345,397 11,521,091
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 676,221 534,024

短期借入金 500,000 583,863

未払金 1,053,695 1,137,003

未払費用 76,286 96,084

未払法人税等 852,360 509,715

前受金 175,219 75,317

賞与引当金 － 72,058

その他 100,779 308,985

流動負債合計 3,434,563 3,317,052

固定負債   

長期借入金 1,050,000 682,439

負ののれん － 22,549

固定負債合計 1,050,000 704,988

負債合計 4,484,563 4,022,041

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 6,726,102 7,811,228

自己株式 △1,633,585 △1,463,933

株主資本合計 5,777,899 7,032,676

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 21,600 △18,728

為替換算調整勘定 △3,279 △5,700

その他の包括利益累計額合計 18,320 △24,428

新株予約権 64,570 91,762

少数株主持分 45 399,039

純資産合計 5,860,834 7,499,050

負債純資産合計 10,345,397 11,521,091
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 13,970,535 14,988,344

売上原価 7,949,880 8,845,303

売上総利益 6,020,655 6,143,041

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  2,986,319 ※1, ※2  3,581,762

営業利益 3,034,335 2,561,278

営業外収益   

受取利息及び配当金 26,219 13,347

負ののれん償却額 － 6,149

雑収入 2,638 1,543

営業外収益合計 28,857 21,041

営業外費用   

支払利息 26,877 21,122

持分法による投資損失 24,493 35,811

為替差損 654 102

雑損失 1,680 10,337

営業外費用合計 53,706 67,373

経常利益 3,009,486 2,514,947

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

新株予約権戻入益 － 1,188

特別利益合計 7,559 102,512

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  41,496 ※3  3,935

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  4,427 ※4  34,500

事務所移転費用 10,444 68,431

特別損失合計 56,368 235,376

税金等調整前当期純利益 2,960,678 2,382,082

法人税、住民税及び事業税 1,209,958 784,654

法人税等調整額 △94,000 90,630

法人税等合計 1,115,958 875,284

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,506,797

少数株主利益 － 58,182

当期純利益 1,844,719 1,448,615
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 1,506,797

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △40,328

為替換算調整勘定 － △2,420

その他の包括利益合計 － ※2  △42,748

包括利益 － ※1  1,464,048

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 1,464,048

少数株主に係る包括利益 － －
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（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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 368,480 368,480

当期末残高 368,480 368,480

資本剰余金   

前期末残高 316,900 316,900

当期末残高 316,900 316,900

利益剰余金   

前期末残高 5,062,597 6,726,102

当期変動額   

自己株式の処分 △38,508 △143,554

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,844,719 1,448,615

当期変動額合計 1,663,505 1,085,125

当期末残高 6,726,102 7,811,228

自己株式   

前期末残高 △1,673,086 △1,633,585

当期変動額   

自己株式の処分 39,501 169,652

当期変動額合計 39,501 169,652

当期末残高 △1,633,585 △1,463,933

株主資本合計   

前期末残高 4,074,892 5,777,899

当期変動額   

自己株式の処分 993 26,098

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,844,719 1,448,615

当期変動額合計 1,703,006 1,254,777

当期末残高 5,777,899 7,032,676

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 41,949 21,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,349 △40,328

当期変動額合計 △20,349 △40,328

当期末残高 21,600 △18,728

為替換算調整勘定   

前期末残高 △1,889 △3,279

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,390 △2,420

当期変動額合計 △1,390 △2,420

当期末残高 △3,279 △5,700
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 40,059 18,320

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △21,739 △42,748

当期変動額合計 △21,739 △42,748

当期末残高 18,320 △24,428

新株予約権   

前期末残高 37,038 64,570

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,531 27,192

当期変動額合計 27,531 27,192

当期末残高 64,570 91,762

少数株主持分   

前期末残高 45 45

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 398,994

当期変動額合計 － 398,994

当期末残高 45 399,039

純資産合計   

前期末残高 4,152,036 5,860,834

当期変動額   

自己株式の処分 993 26,098

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,844,719 1,448,615

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5,791 383,437

当期変動額合計 1,708,798 1,638,215

当期末残高 5,860,834 7,499,050
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

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 2,960,678 2,382,082

減価償却費 495,725 556,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,559 1,575

のれん償却額 － 63,613

関係会社株式売却損益（△は益） － △24,910

為替差損益（△は益） 2,796 33

持分法による投資損益（△は益） 24,493 35,811

株式報酬費用 27,531 29,320

有形固定資産除売却損益（△は益） 35,742 3,935

無形固定資産除売却損益（△は益） 5,753 －

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 34,500

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 128,329

新株予約権戻入益 － △1,188

段階取得に係る差損益（△は益） － △76,413

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △32,362

賞与引当金の増減額（△は減少） － 72,058

受取利息及び受取配当金 △26,219 △13,347

支払利息 26,877 21,122

売上債権の増減額（△は増加） △53,967 190,559

未収入金の増減額（△は増加） △1,886,108 899,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 558,374 △33,269

仕入債務の増減額（△は減少） △198,895 △142,196

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 395,052 △160,978

前受金の増減額（△は減少） 62,199 △120,153

その他 △94,896 164,520

小計 2,332,004 3,978,767

利息及び配当金の受取額 26,219 13,554

利息の支払額 △26,877 △22,785

法人税等の支払額 △930,650 △1,258,478

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,400,695 2,711,059

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 △609,199 △196,435

無形固定資産の取得による支出 △235,038 △49,633

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 △373,722 △97,916

敷金及び保証金の回収による収入 230,080 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ ※2  640,529

その他 － △2,287

投資活動によるキャッシュ・フロー △987,880 290,662
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31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） － △40,000

長期借入れによる収入 － 100,000

長期借入金の返済による支出 △500,000 △573,503

ストックオプションの行使による収入 993 25,158

配当金の支払額 △142,388 △219,796

財務活動によるキャッシュ・フロー △641,395 △708,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,187 △2,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △232,766 2,291,158

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期末残高 ※1  2,722,960 ※1  5,014,119
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 該当事項はありません。 

  

【継続企業の前提に関する事項】

【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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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  ３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） 

 シンプレクス・ユーエスエー・イン

ク（米国）  

  

(１）連結子会社の数  ７社 

連結子会社名 

        同左  

  

  

  

  

  

㈱シンプレクス・コンサルティング 

 当連結会計年度において、当社が持

株会社体制に移行した際に、㈱シンプ

レクス・コンサルティングを設立し、

連結の範囲に含めております。  

  

シンプレクス・コンサルティング・ホ

ンコン・リミテッド 

 当連結会計年度において、シンプレ

クス・コンサルティング・ホンコン・

リミテッドを設立し、連結の範囲に含

めております。  

  

バーチャレクス・コンサルティング㈱

及びその子会社１社 

 当連結会計年度において、株式を追

加取得し、バーチャレクス・コンサル

ティング㈱及びその子会社１社を連結

の範囲に含めております。  

  

  (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  ２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

３月31日であります。 

該当事項はありません。 

  

       

 当連結会計年度において、株式を売却

した株式会社シーエムディーリサーチを

持分法適用の範囲より除外しておりま

す。     

  バーチャレクス・コンサルティング㈱   

 バーチャレクス・コンサルティング㈱

の決算日は12月31日です。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。  

            

 当連結会計年度において、株式を追加

取得したバーチャレクス・コンサルティ

ング株式会社を連結子会社としたため持

分法適用の範囲より除外しております。
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

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  

  

 なお、バーチャレクス・コンサルティ

ング㈱は決算日を従来の12月31日から３

月31日へ変更いたしました。  

４．会計処理基準に関する事項 ① 有価証券 ① 有価証券 

(１）重要な資産の評価基準

及び評価方法 

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（評価差額は全部純資産直入法に

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 

   時価のあるもの 

同左 

     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（収益性の低下による簿価

切り下げの方法）を採用しておりま

す。 

② たな卸資産 

仕掛品 

同左 

(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通りであ

ります。 

① 有形固定資産 

         同左  

  建物      ８～39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エアにつ

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 

株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。 

株式交付費 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(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 賞与引当金 

 当社及び連結子会社は従業員に対し

て支給する賞与の支払いに充てるた

め、期中につきましては支給見込み額

に基づき負担額を賞与引当金に、期末

につきましては、未払金に計上してお

ります。 

② 賞与引当金 

同左 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、期中につ

きましては当連結会計年度における支

給見込額に基づき、負担額を役員賞与

引当金に、期末につきましては未払金

に計上しております。  

③ 役員賞与引当金 

        同左 

 （５）重要な収益及び費用の 

    計上基準 

システム請負開発契約に係る収益及び費

用の計上基準  

「工事契約に関する会計基準」及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」を

適用し、当該基準の要件を満たしたプロ

ジェクト 

  工事進行基準（プロジェクトの進捗

率の見積りは原価比例法） 

  

（会計方針の変更）  

 システム請負開発契約に係る収益及び

費用の計上基準については、従来、シス

テムの検収をもって売上及び費用に計上

するいわゆる検収基準を採用しておりま

したが、当連結会計年度より「工事契約

に関する会計基準」（企業会計基準第15

号 平成19年12月27日）及び「工事契約

に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27

日）を適用し、当該基準の要件を満たし

たプロジェクトについては工事進行基準

を採用しております。 

 これにより、当連結会計年度において

は、従来の会計処理基準を適用した場合

と比べて、売上高は1,886,108千円増加

し、営業利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益はそれぞれ711,583千円増

加しております。 

システム請負開発契約に係る収益及び費

用の計上基準  

  

        同左 

  

  

  

  

  

      ―――――― 

(６) のれんの償却方法及び

償却期間 

     ――――――  

  

 のれんの償却については、５年間の定

額法により償却を行っております。 
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項目 
前連結会計年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(７) 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。 

(８）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。       ――――――     

  

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんは発生しており

ません。 

      ――――――   

７．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。 

      ――――――     
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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の変更】

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

―――――― （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  当連結会計年度より、「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利

益は20,532千円減少し、税金等調整前当期純利益は

148,861千円減少しております。 

  

 （「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） 

 当連結会計年度より、「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当期純利益へ

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） 

 当連結会計年度より、「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。 
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【表示方法の変更】

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――― 

  

  

  

（連結損益計算書）  

 当連結会計年度より「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

づき、「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）を適用し、「少数株主損益調

整前当期純利益」の科目で表示しております  

【追加情報】

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

――――――――― 

  

 当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適

用しております。ただし、「その他の包括利益累計額」

及び「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度

の金額は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額

等合計」の金額を記載しております。   
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

  

【注記事項】

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．たな卸資産の内訳は次のとおりです。 ※１．たな卸資産の内訳は次のとおりです。 

仕掛品 23,220 千円 仕掛品 65,395 千円

※２．関連会社に対するものは次のとおりです。  ２．               ―――――― 

投資有価証券（株式） 632,498 千円     

３．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額 2,700,000 千円 

借入実行残高    －  

差引 2,700,000 千円 

３．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度末借入未実行残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額 2,700,000 千円 

借入実行残高    －  

差引 2,700,000 千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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 130,400 千円

役員賞与 185,000 千円

給与賞与手当 587,717 千円

法定福利費 79,401 千円

研究開発費 1,093,246 千円

役員報酬 216,300 千円

役員賞与 － 千円

給与賞与手当 633,384 千円

研究開発費 1,436,007 千円

※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 

1,093,246 千円 1,436,007 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 17,222 千円

器具備品 18,079 千円

ソフトウエア 6,194 千円

建物 － 千円

器具備品 3,935 千円

ソフトウエア － 千円

 ※４．投資有価証券評価損の内訳  ※４．投資有価証券評価損の内訳 

株式評価損 4,427 千円 株式評価損 34,500 千円

                      

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 1,822,980 千円

少数株主に係る包括利益 －

計 1,822,980 千円

その他有価証券評価差額金 △20,349 千円

為替換算調整勘定 △1,390 千円

計 △21,739 千円
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前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の減少970株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

     

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(１）配当金支払額 

(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

  

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式     589,955  －       －  589,955

合計  589,955  －       －  589,955

自己株式         

普通株式   （注）１  41,085  －  970  40,115

合計  41,085  －  970  40,115

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

 (親会社) 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  64,570

合計 －  －  －  －  －  64,570

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成21年６月21日 

定時株主総会 
普通株式  142,706  260.0 平成21年3月31日 平成21年６月23日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

 配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  219,936 利益剰余金   400.0 平成22年3月31日 平成22年６月22日
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の減少4,166株は、ストック・オプションの行使によるものであります。 

     

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

３．配当に関する事項 

(１）配当金支払額 

(２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式     589,955  －       －  589,955

合計  589,955  －       －  589,955

自己株式         

普通株式   （注）１  40,115  －  4,166  35,949

合計  40,115  －  4,166  35,949

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円） 

前連結会計
年度末 

当連結会計
年度増加 

当連結会計
年度減少 

当連結会計
年度末 

 提出会社 

 (親会社) 

ストック・オプションと

しての新株予約権 
－  －  －  －  －  91,762

合計 －  －  －  －  －  91,762

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額 
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年６月20日 

定時株主総会 
普通株式  219,936  400.0 平成22年３月31日 平成22年６月22日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

 配当の原資 
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  265,922 利益剰余金   480.0 平成23年３月31日 平成23年６月21日
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 前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。 

  

 前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。 

  

 前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。  

  

（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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．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の金額との関係 

※１．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の金額との関係 

（平成22年３月31日現在） （平成23年３月31日現在） 

  

現金及び預金勘定 2,722,960 千円

現金及び現金同等物 2,722,960  千円

現金及び預金勘定 5,034,159 千円

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △20,040 千円

現金及び現金同等物 5,014,119  千円

  

  

――――― 

※２．新規連結子会社の取得による収入の内訳 

    株式の取得により新たに連結したことに伴う連結

開始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額

と取得のための収入（純額）との関係は次のとおり

であります。 

 バーチャレクス・コンサルティング株式会社

（平成22年７月１日現在）

流動資産 1,065,498 千円

固定資産 345,552 千円

のれん 373,324 千円

流動負債 △526,204 千円

固定負債 △183,587 千円

少数株主持分 △340,812 千円

既取得分 △682,396 千円

バーチャレクス・コンサルティング㈱

取得価額 
51,376 千円

バーチャレクス・コンサルティング㈱

の現金及び現金同等物 
691,905 千円

差引：バーチャレクス・コンサルティ

ング㈱の株式取得による収入 
640,529 千円

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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当連結会計年度 （自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

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「ＵＭ

Ｓ（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、当連結会計年度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. 報告セグメント合計額と連結財務諸表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。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 当社グループはすべて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

サービス・保守作業を行っております。よって、上記以外に製品及びサービスの種類がないため該当

事項はありません。 

  

【セグメント情報】

 当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３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  5,329,807  1,588,559  1,586,491  4,894,609  1,379,177  14,778,646  209,698  14,988,344

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計  5,329,807  1,588,559  1,586,491  4,894,609  1,379,177  14,778,646  209,698  14,988,344

セグメント利益  2,084,128  855,803  830,606  1,928,346  234,457  5,933,342  209,698  6,143,041

 （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 6,143,041

セグメント間取引消去 － 

のれんの償却額 63,613

全社費用（注） 3,518,148

連結財務諸表の営業利益 2,561,278

【関連情報】
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２．地域ごとの情報 

(１）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しておりま

す。  

  

(２）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた

め、記載を省略しております。  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 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。  

当連結会計年度におけるのれんの償却額は63,613千円、のれんの未償却残高は334,248千円であります。  

  

当連結会計年度（自  平成22年４月１日  至  平成23年３月31日） 

 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。  

当連結会計年度における負ののれんの償却額は6,149千円、負ののれんの未償却残高は22,549千円でありま

す。  

  

 （追加情報） 

  当連結会計年度より、「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。  

   

    前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

     該当事項はありません。 

  

    当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

     該当事項はありません。 

  

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

 前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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  4,252,955  1,600,207  4,325,509  3,684,092  13,862,764  107,771 13,970,535

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － 

計  4,252,955  1,600,207  4,325,509  3,684,092  13,862,764  107,771 13,970,535

セグメント利益  1,639,383  762,601  1,757,870  1,753,027  5,912,883  107,771  6,020,655

（関連当事者情報）
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（前連結会計年度）（平成22年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 44,526千円）については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困 

   難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

    ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について4,427千円（その他有価証券の株式4,427千円）減損処理を行って

おります。  

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

  

（有価証券関係）

  種類 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  618,240  579,600  38,640

(2）債券              

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  618,240  579,600  38,640

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式       87,360       90,000      △2,640

(2）債券              

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債   －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計       87,360       90,000    △2,640

合計  705,600  669,600  36,000

(株)シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成23年3月期決算短信

-　33　-



（当連結会計年度）（平成23年３月31日現在） 

１．その他有価証券 

（注）非上場株式（連結貸借対照表計上額 44,375千円）については、市場価額がなく、時価を把握することが極めて困 

   難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。 

  

    ２．当連結会計年度中に売却したその他有価証券 (自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

 該当事項はありません。  

  

３．減損処理を行った有価証券 

 当連結会計年度において、有価証券について34,500千円（その他有価証券の株式34,500千円）減損処理を行っ

ております。  

 なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を

行い、30％～50％程度下落した場合には、回復可能性を考慮して必要と認められた額について減損処理を行って

おります。 

  

前連結会計年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価        21,652千円  

 販売費及び一般管理費   6,279千円 

  

  種類 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

取得原価（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えるも

の 

(1）株式  －  －  －

(2）債券              

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債  －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  －  －  －

小計  －  －  －

連結貸借対照表計上額

が取得原価を超えない

もの 

(1）株式       604,740       669,600      △64,860

(2）債券              

① 国債・地方債等  －  －  －

② 社債   －  －  －

③ その他  －  －  －

(3）その他  3,763  4,985  △1,222

小計       608,503       674,585    △66,082

合計  608,503  674,585  △66,082

（ストック・オプション等関係）
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２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１）ストック・オプションの内容 

  

  
平成12年６月26日定時
株主総会で決議された 

新株引受権 

平成13年３月30日臨時
株主総会で決議された

新株引受権 

平成13年10月25日臨時
株主総会で決議された 

新株引受権 
第１回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役  １名 

当社従業員  33名 
当社従業員  27名 

当社取締役  １名 

当社従業員  29名 

当社取締役  ３名 

当社従業員  30名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式 20,200株 普通株式  6,000株 普通株式 14,550株 普通株式 17,850株 

付与日 平成12年６月27日 平成13年３月31日 平成13年10月26日 平成14年11月12日 

権利確定条件 

 付与日（平成12年６

月27日）以降、権利

確定日（平成14年６

月26日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

 付与日（平成13年３

月31日）以降、権利

確定日（平成15年３

月30日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

 付与日（平成13年10

月26日）以降、権利

確定日（平成15年10

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

 付与日（平成14年11

月12日）以降、権利

確定日（平成16年11

月11日）まで継続し

て勤務していること

(注３)  

対象勤務期間 
自 平成12年６月27日 

至 平成14年６月26日 

自 平成13年３月31日 

至 平成15年３月30日 

自 平成13年10月26日 

至 平成15年10月25日 

自 平成14年11月12日 

至 平成16年11月11日 

権利行使期間 
自 平成14年８月８日 

至 平成22年６月26日 

自 平成15年３月31日 

至 平成23年３月30日 

自 平成15年10月26日 

至 平成23年10月25日 

自 平成16年11月13日 

至 平成24年６月25日 

  第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 
当社監査役  ３名 

当社取締役  ３名 

当社従業員  38名 

当社取締役  ４名 

当社従業員  36名 

当社取締役  ４名 

当社従業員  79名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式  200株 普通株式 15,950株 普通株式 19,240株 普通株式 16,500株 

付与日 平成15年５月22日 平成15年７月24日 平成16年７月26日 平成17年10月26日 

権利確定条件 

 付与日（平成15年５

月22日）以降、権利

確定日（平成17年５

月21日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

 付与日（平成15年７

月24日）以降、権利

確定日（平成17年７

月23日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

 付与日（平成16年７

月26日）以降、権利

確定日（平成18年７

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

 付与日（平成17年10

月26日）以降、権利

確定日（平成19年10

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

対象勤務期間 
自 平成15年５月22日 

至 平成17年５月21日 

自 平成15年７月24日 

至 平成17年７月23日 

自 平成16年７月26日 

至 平成18年７月25日 

自 平成17年10月27日 

至 平成19年10月25日 

権利行使期間 
自 平成17年５月23日 

至 平成24年６月25日 

自 平成17年７月25日 

至 平成25年６月19日 

自 平成18年７月27日 

至 平成26年６月15日 

自 平成19年10月27日 

至 平成27年６月27日 
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(注１)株式数に換算して記載しております。なお、ストック・オプション付与日以降に、株式分割等の実施によ

      る株式数の調整が生じているため、当該調整反映後の株式数を記載しております。 

  

(注２)権利行使の条件 

(１）権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場さ

れた場合に限り、権利行使することができる。 

(２）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能

となる。なお、行使可能な株式数が１株の株式数の整数倍でない場合は、１株の株式数の整数倍に切り上

げた数とする。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の２に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から２年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の４に達するまで権利を行使する

ことができる。 

③ 起算日から３年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の６に達するまで権利を行使する

ことができる。 

④ 起算日から４年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の８に達するまで権利を行使する

ことができる。 

⑤ 起算日から４年を経過した日から権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権

利を行使することができる。 

 （注） 上記において起算日とは、新株予約権等を発行した日から２年を経過した日の翌日または当社株

券が日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場された日から６ヶ月を経過

した日の翌日のいずれか遅い日とする。 

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式の分割または併合による未行使の新株予約権等の目

的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行う。

  第６回新株予約権 第７回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役  ４名 

当社従業員  123名 

当社取締役  ２名 

当社従業員  101名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式 17,000株 普通株式 8,290株 

付与日 平成19年６月14日 平成21年１月16日 

権利確定条件 

 付与日（平成19年６

月14日）以降、権利

確定日（平成22年６

月14日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成21年１月

16日）以降、権利確

定日（平成24年１月

16日）まで継続して

勤務していること 

対象勤務期間 
自 平成19年６月14日 

至 平成22年６月14日 

自 平成21年１月16日 

至 平成24年１月16日 

権利行使期間（注

４） 

自 平成22年６月15日 

至 平成28年６月25日 

自 平成24年１月17日 

至 平成30年６月20日 
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(注３)権利行使の条件 

権利者は、付与された新株予約権等を、次の各号に掲げる期間の区分に従い、既に行使した新株予約権等を

含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利者が行使する

ことができる本新株予約権等に係る株式数が１株の整数倍でないときには、１株式の整数倍に切り上げた数

とする。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の２分の１に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から１年を経過した日の翌日から、権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてに

ついて権利を行使することができる。 

 （注） 上記において「起算日」とは、新株予約権等を付与した日から２年を経過した日の翌日とする。

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式の分割または併合による未行使の新株予約権等の目

的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行う。 

  

(注４)権利行使の条件 

権利者は、付与された新株予約権等を、次の各号に掲げる期間の区分に従い、既に行使した新株予約権等を

含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利者が行使する

ことができる本新株予約権等に係る株式数が１株の整数倍でないときには、１の整数倍に切り上げた数とす

る。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の２に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から２年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の４に達するまで権利を行使する

ことができる。 

③ 起算日から３年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の６に達するまで権利を行使する

ことができる。 

④ 起算日から４年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の８に達するまで権利を行使する

ことができる。 

⑤ 起算日から４年を経過した日の翌日から権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてにつ

いて権利を行使することができる。 

 （注） 上記において「起算日」とは、新株予約権等を付与した日から３年を経過した日の翌日とする。

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式等の分割または併合による未行使の本新株予約権の

目的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行

う。 
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(２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 前連結会計年度（平成22年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

② 単価情報 

(注１)ストック・オプションの行使時平均株価は、年間を通じて行使がほぼ平均的に行われているため、年間

  

平成12年６月26日
定時株主総会で決

議された 
新株引受権 

平成13年３月30日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

平成13年10月25日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利確定前  （株）                      

前連結会計年度末  －  －  －  －  －

付与  －  －  －  －  －

失効  －  －  －  －  －

権利確定  －  －  －  －  －

未確定残  －  －  －  －  －

権利確定後  （株）                              

前連結会計年度末  700  40  4,205  5,475  200

権利確定  －  －  －  －  －

権利行使  700  40  230  －  －

失効  －  －  －  －  －

未行使残  －  －  3,975  5,475  200

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利確定前  （株）                              

前連結会計年度末  －  －  8,480  15,140  8,290

付与  －  －  －  －  －

失効  －  －  30  560  700

権利確定  －  －  2,815  －  －

未確定残  －  －  5,635  14,580  7,590

権利確定後  （株）                              

前連結会計年度末  9,550  18,200  5,900  －  －

権利確定  －  －  2,815  －  －

権利行使  －  －  －  －  －

失効  －  80  50  －  －

未行使残  9,550  18,120  8,665  －  －

  

平成12年６月26日
定時株主総会で決

議された 
新株引受権 

平成13年３月30日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

平成13年10月25日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権

権利行使価格  （円）  1,000  1,000  1,100  9,159  11,840

行使時平均株価 （円）  42,676  42,676  42,676  －  －

公正な評価単価 

（付与日）  （円） 
 －  －  －  －  －

  第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権

権利行使価格  （円）  13,360  43,000  57,000  44,600  32,224

行使時平均株価 （円）  －  －  －  －  －

公正な評価単価 

（付与日）    （円） 
 －  －  －  6,908  6,297
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平均株価を記載しています。 

(注２)ストック・オプション付与日以降に、株式分割等の実施による株式分割に伴う権利行使価格の調整が生

じているため、株式分割等の実施による株式分割に伴う権利行使価格は、調整後の権利行使価格を表示し

ております。 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 （１）使用した評価技法   ブラック・ショールズモデル 

 （２）主な基礎数値及び見積方法 

(注１)付与日の直近３年間の月次株価実績を元に算定しております。 

(注２)過去に付与したストック・オプションの行使データを元に、分割行使毎に予想残存期間を算定して 

   おります。 

(注３)付与日の直前期の配当実績を採用しております。 

(注４)行使の 長期間が９年であることから、10年もの国債の利回りを採用しております。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 過去に付与したストック・オプションの失効数のデータを元に、失効見込数を算出しております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価        16,213千円  

 販売費及び一般管理費  13,106千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(１）ストック・オプションの内容 

   第６回新株予約権 第７回新株予約権 

 株価変動性 （注１） 40.83％  48.17％ 

 予想残存期間  （注２） 
３年11ヶ月～７年11ヶ

月 
 ４年 ～ ８年 

 予想配当 （注３） 160円 210円 

 無リスク利子率 （注４） 1.70％  1.25％ 

  
平成13年10月25日臨時
株主総会で決議された 

新株引受権 
第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役  １名 

当社従業員  29名 

当社取締役  ３名 

当社従業員  30名 
当社監査役  ３名 

当社取締役  ３名 

当社従業員  38名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式 14,550株 普通株式 17,850株 普通株式  200株 普通株式 15,950株 

付与日 平成13年10月26日 平成14年11月12日 平成15年５月22日 平成15年７月24日 

権利確定条件 

 付与日（平成13年10

月26日）以降、権利

確定日（平成15年10

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

 付与日（平成14年11

月12日）以降、権利

確定日（平成16年11

月11日）まで継続し

て勤務していること

(注３)  

 付与日（平成15年５

月22日）以降、権利

確定日（平成17年５

月21日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

 付与日（平成15年７

月24日）以降、権利

確定日（平成17年７

月23日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

対象勤務期間 
自 平成13年10月26日 

至 平成15年10月25日 

自 平成14年11月12日 

至 平成16年11月11日 

自 平成15年５月22日 

至 平成17年５月21日 

自 平成15年７月24日 

至 平成17年７月23日 

権利行使期間 
自 平成15年10月26日 

至 平成23年10月25日 

自 平成16年11月13日 

至 平成24年６月25日 

自 平成17年５月23日 

至 平成24年６月25日 

自 平成17年７月25日 

至 平成25年６月19日 
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(注１)株式数に換算して記載しております。なお、ストック・オプション付与日以降に、株式分割等の実施によ

る株式数の調整が生じているため、当該調整反映後の株式数を記載しております。 

(注２)権利行使の条件 

(１）権利を付与された者は、当社株券が日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場さ

れた場合に限り、権利行使することができる。 

(２）権利を付与された者は、以下の区分に従って、付与された権利の一部または全部を行使することが可能

となる。なお、行使可能な株式数が１株の株式数の整数倍でない場合は、１株の株式数の整数倍に切り上

げた数とする。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の２に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から２年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の４に達するまで権利を行使する

ことができる。 

③ 起算日から３年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の６に達するまで権利を行使する

ことができる。 

④ 起算日から４年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の８に達するまで権利を行使する

ことができる。 

⑤ 起算日から４年を経過した日から権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてについて権

  第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役  ４名 

当社従業員  36名 

当社取締役  ４名 

当社従業員  79名 

当社取締役  ４名 

当社従業員  123名 

当社取締役  ２名 

当社従業員  101名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式 19,240株 普通株式 16,500株 普通株式 17,000株 普通株式 8,290株 

付与日 平成16年７月26日 平成17年10月26日 平成19年６月14日 平成21年１月16日 

権利確定条件 

 付与日（平成16年７

月26日）以降、権利

確定日（平成18年７

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注３)   

 付与日（平成17年10

月26日）以降、権利

確定日（平成19年10

月25日）まで継続し

て勤務していること

(注２)  

 付与日（平成19年６

月14日）以降、権利

確定日（平成22年６

月14日）まで継続し

て勤務していること 

付与日（平成21年１月

16日）以降、権利確

定日（平成24年１月

16日）まで継続して

勤務していること 

対象勤務期間 
自 平成16年７月26日 

至 平成18年７月25日 

自 平成17年10月27日 

至 平成19年10月25日 

自 平成19年６月14日 

至 平成22年６月14日 

自 平成21年１月16日 

至 平成24年１月16日 

権利行使期間 
自 平成18年７月27日 

至 平成26年６月15日 

自 平成19年10月27日 

至 平成27年６月27日 

自 平成22年６月15日 

至 平成28年６月25日 

自 平成24年１月17日 

至 平成30年６月20日 

  第８回新株予約権 

付与対象者の区分

及び人数 

当社取締役   ４名  

当社執行役員  １名 

当社子会社従業員 206名 

株式の種類及び付

与数（注１） 
普通株式 23,590株  

付与日 平成23年２月３日 

権利確定条件 

付与日（平成23年２月３

日）以降、権利確定日

（平成26年２月３日）ま

で継続して勤務している

こと 

対象勤務期間 
自 平成23年２月３日 

至 平成26年２月３日  

権利行使期間（注

４） 

自 平成26年２月４日 

至 平成32年６月19日 
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利を行使することができる。 

 （注） 上記において起算日とは、新株予約権等を発行した日から２年を経過した日の翌日または当社株

券が日本証券業協会に登録され、またはいずれかの証券取引所に上場された日から６ヶ月を経過

した日の翌日のいずれか遅い日とする。 

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式の分割または併合による未行使の新株予約権等の目

的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行う。

(注３)権利行使の条件 

権利者は、付与された新株予約権等を、次の各号に掲げる期間の区分に従い、既に行使した新株予約権等を

含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利者が行使する

ことができる本新株予約権等に係る株式数が１株の整数倍でないときには、１株式の整数倍に切り上げた数

とする。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の２分の１に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から１年を経過した日の翌日から、権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてに

ついて権利を行使することができる。 

 （注） 上記において「起算日」とは、新株予約権等を付与した日から２年を経過した日の翌日とする。

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式の分割または併合による未行使の新株予約権等の目

的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行う。 

  

(注４)権利行使の条件 

権利者は、付与された新株予約権等を、次の各号に掲げる期間の区分に従い、既に行使した新株予約権等を

含めて当該各号に掲げる割合の限度において行使することができる。この場合において、権利者が行使する

ことができる本新株予約権等に係る株式数が１株の整数倍でないときには、１の整数倍に切り上げた数とす

る。 

① 起算日から１年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の２に達するまで権利を行使する

ことができる。 

② 起算日から２年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の４に達するまで権利を行使する

ことができる。 

③ 起算日から３年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の６に達するまで権利を行使する

ことができる。 

④ 起算日から４年を経過した日までは、権利を付与された株式数の10分の８に達するまで権利を行使する

ことができる。 

⑤ 起算日から４年を経過した日の翌日から権利行使 終日までは、権利を付与された株式数のすべてにつ

いて権利を行使することができる。 

 （注） 上記において「起算日」とは、新株予約権等を付与した日から３年を経過した日の翌日とする。

 （注） 権利付与日以降、新株式の株主割当て、株式等の分割または併合による未行使の本新株予約権の

目的たる株式の数の調整が行われた場合は、調整後の株式数により行使可能株式数の判定を行

う。 
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(２）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度（平成23年３月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプ

ションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

   

② 単価情報 

(注１)ストック・オプションの行使時平均株価は、年間を通じて行使がほぼ平均的に行われているため、年間

  

平成13年10月25日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

権利確定前  （株）                              

前連結会計年度末  －  －  －  －  －

付与  －  －  －  －  －

失効  －  －  －  －  －

権利確定  －  －  －  －  －

未確定残  －  －  －  －  －

権利確定後  （株）                              

前連結会計年度末  3,975  5,475  200  9,550  18,120

権利確定  －  －  －  －  －

権利行使  2,650  1,075  75  150  80

失効  －  －  －  －  －

未行使残  1,325  4,400  125  9,400  18,040

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利確定前  （株）                        

前連結会計年度末  5,635  14,580  7,590  －

付与  －  －  －  23,590

失効  90  1,048  380  50

権利確定  2,865  2,908  －  －

未確定残  2,680  10,624  7,210  23,540

権利確定後  （株）                        

前連結会計年度末  8,665  －  －  －

権利確定  2,865  2,908  －  －

権利行使  －  136  －  －

失効  230  156  －  －

未行使残  11,300  2,616  －  －

  

平成13年10月25日
臨時株主総会で決

議された 
新株引受権 

第１回新株予約権 第２回新株予約権 第３回新株予約権 第４回新株予約権

権利行使価格  （円）  1,100  9,159  11,840  13,360  43,000

行使時平均株価 （円）  48,214  48,214  48,214  48,214  48,214

公正な評価単価 

（付与日） （円） 
 －  －  －  －  －

  第５回新株予約権 第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

権利行使価格  （円）  57,000  44,600  33,224  40,150

行使時平均株価 （円）  －  48,214  －  －

公正な評価単価 

（付与日）    （円） 
 －  6,908  6,297  8,067
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平均株価を記載しています。 

(注２)ストック・オプション付与日以降に、株式分割等の実施による株式分割に伴う権利行使価格の調整が生

じているため、株式分割等の実施による株式分割に伴う権利行使価格は、調整後の権利行使価格を表示し

ております。 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 （１）使用した評価技法   ブラック・ショールズモデル 

 （２）主な基礎数値及び見積方法 

(注１)付与日の直近３年間の月次株価実績を元に算定しております。 

(注２)過去に付与したストック・オプションの行使データを元に、分割行使毎に予想残存期間を算定して 

   おります。 

(注３)付与日の直前期の配当実績を採用しております。 

(注４)行使の 長期間が９年であることから、10年もの国債の利回りを採用しております。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

  過去に付与したストック・オプションの失効数のデータを元に、失効見込数を算出しております。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

取得による企業結合 
  
１．被取得企業の名称及びその事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式及び 

  取得した議決権比率 

（１）被取得企業の名称及びその事業の内容 

被取得企業の名称  バーチャレクス・コンサルティング株式会社 

事業の内容     アウトソーシング、システムインテグレーション 

（２）企業結合を行った主な理由 

ＣＲＭ分野において高度なコンサルティング力を持つバーチャレクス・コンサルティング株式会社とより

緊密な連携を図ることによって、両社ともに得意分野に専念し、より付加価値の高いサービス提供とより

強固な事業基盤の構築を行うためであります。 

（３）企業結合日 

平成22年８月13日 

（４）企業結合の法的形式 

現金を対価とする株式取得 

（５）取得した議決権比率 

企業結合直前に所有していた議決権比率   47.8％ 

企業結合日に追加取得した議決権比率     3.6％ 

企業結合後の議決権比率          51.4％ 

  

２．連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 

 平成22年７月１日をみなし取得日としているため、平成22年７月１日から平成23年３月31日までの被取得企

業の業績を当連結財務諸表に含めております。なお、平成22年４月１日から平成22年６月30日までの被取得企

業の業績につきましては、持分法に基づく会計処理を適用しております。 

  

   第６回新株予約権 第７回新株予約権 第８回新株予約権 

 株価変動性 （注１） 40.83％  48.17％ 49.63％ 

 予想残存期間  （注２） 
３年11ヶ月～７年11ヶ

月 
 ４年 ～ ８年 ４年 ～ ８年 

 予想配当 （注３） 160円 210円 400円 

 無リスク利子率 （注４） 1.70％  1.25％ 1.23％ 

（企業結合等関係）
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３．被取得企業の取得原価及びその内訳 

  

４．被取得企業の取得原価と取得するに至った取引ごとの取得原価の合計額との差額 

76,413千円 

  

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

（１）発生したのれんの金額 

373,324千円 

（２）発生原因 

被取得企業に係る当社の持分額と取得原価との差額により、発生したものであります。 

（３）償却方法及び償却期間 

５年間にわたる均等償却 

  

６．企業結合が当連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額 

売上高       645,887千円 

経常利益及び当期純利益に与える影響は軽微であります。 

なお、影響の概算額については監査証明を受けておりません。 

  

  
共通支配下の取引等 
  
１．対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後企業の名称及び取引の
目的 

（１）対象となった事業の名称及びその事業の内容 
事業の名称  システムインテグレーション事業（システムインテグレーション、システム保守）、ＵＭＳ 
       事業（ＵＭＳ（導入）、ＵＭＳ（サービス））、その他の事業  
事業の内容  主として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、システム開発、保守・
       運用を行っております。 

（２）企業結合日 
平成22年10月１日 

（３）企業結合の法的形式 
当社のシステムインテグレーション事業（システムインテグレーション、システム保守）、ＵＭＳ事業（Ｕ

ＭＳ（導入）、ＵＭＳ（サービス））、その他の事業に係る資産、負債その他の権利義務を会社分割（新設分
割）により新設した株式会社シンプレクス・コンサルティングに承継しました。 
また、同日をもって当社は「株式会社シンプレクス・ホールディングス」へ商号変更いたしました。  

（４）結合後企業の名称 
株式会社シンプレクス・コンサルティング（当社の連結子会社） 

（５）その他取引の概要に関する事項 
当社は、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

することが望ましいと判断し、持株会社体制に移行する方針を決定いたしました。 
当社は、持株会社体制への移行後、「株式会社シンプレクス・ホールディングス」に商号変更し、引き続き

上場会社であり続けると共に、グループ全体の統一的かつ柔軟な戦略策定、経営資源の 適配分、子会社にお
ける業務執行状況のチェックなどの機能を担い、戦略的かつ明確な経営組織を運営することにより、グループ
としての企業価値の 大化を目指してまいります。  
  

２．実施した会計処理の概要 
 「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）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）に基づき、共通支配下の取
引として処理しております。 

  

  

 取得の対価 

企業結合直前に保有していたバーチャレクス・コンサルティング株

式会社の企業結合日における時価 

682,396千円

企業結合日に取得したバーチャレクス・コンサルティング株式会社

の普通株式の時価 

51,376千円

  
 取得原価   733,772千円
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 （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。 

  

  

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 10,541.65 円

１株当たり当期純利益金額 3,360.46 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
3,255.72 円

１株当たり純資産額 12,650.13 円

１株当たり当期純利益金額 2,621.44 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
2,519.51 円

  
前連結会計年度 

(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,844,719  1,448,615

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,844,719  1,448,615

期中平均株式数（株）  548,948  552,603

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  17,660  22,357

（うち旧商法280条ノ19第２項に基づく新

株引受権） 
 (4,742)  (2,123)

（うち新株予約権）  (12,918)  (20,234)

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 

────── ────── 

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 当社は、平成22年５月19日開催の当社取締役会におい

て、会社分割計画を承認決議いたしました。 

 これに伴い、平成22年10月１日付で、当社の新設承継会

社（完全子会社）として「株式会社シンプレクス・コンサ

ルティング」を設立し、当社のシステムインテグレーショ

ン・システム保守・ＵＭＳ・その他の事業を承継させ、当

社は社名を「株式会社シンプレクス・ホールディングス」

に変更し、グループ全体の経営戦略策定等の機能を担う予

定です。 

     

 該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,683,650 528,842

売掛金 1,440,769 －

未収入金 1,886,108 －

たな卸資産 ※1  23,220 －

未収還付法人税等 － 158,318

前払費用 255,165 81,089

繰延税金資産 265,000 35,000

その他 24,983 52,541

流動資産合計 6,578,897 855,791

固定資産   

有形固定資産   

建物 142,343 225,194

工具、器具及び備品 1,664,504 －

車両運搬具 8,095 8,095

土地 2,157 2,157

建設仮勘定 85,986 －

減価償却累計額 △985,164 △70,864

有形固定資産合計 917,923 164,582

無形固定資産   

電話加入権 364 －

特許権 － 2,134

ソフトウエア 302,881 14,125

ソフトウエア仮勘定 3,142 －

無形固定資産合計 306,388 16,259

投資その他の資産   

投資有価証券 750,126 651,457

関係会社株式 725,487 4,001,344

長期前払費用 111,421 －

敷金及び保証金 769,787 615,100

保険積立金 2,330 2,330

繰延税金資産 152,600 205,854

施設利用会員権 83,810 83,810

投資その他の資産合計 2,595,564 5,559,896

固定資産合計 3,819,875 5,740,738

資産合計 10,398,773 6,596,530
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 676,221 －

短期借入金 500,000 －

未払金 1,058,138 53,777

未払費用 76,286 3,673

未払法人税等 852,360 －

前受金 175,219 －

その他 83,988 30,412

流動負債合計 3,422,215 87,862

固定負債   

長期借入金 1,050,000 －

固定負債合計 1,050,000 －

負債合計 4,472,215 87,862

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,480 368,480

資本剰余金   

資本準備金 316,900 316,900

資本剰余金合計 316,900 316,900

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 6,788,591 7,214,184

利益剰余金合計 6,788,591 7,214,184

自己株式 △1,633,585 △1,463,933

株主資本合計 5,840,387 6,435,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,600 △18,728

評価・換算差額等合計 21,600 △18,728

新株予約権 64,570 91,762

純資産合計 5,926,557 6,508,667

負債純資産合計 10,398,773 6,596,530
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 13,970,535 6,942,780

売上原価   

当期製品製造原価 7,928,545 3,221,856

売上総利益 6,041,990 3,720,924

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,010,992 ※1, ※2  2,322,278

営業利益 3,030,997 1,398,645

営業外収益   

受取利息及び配当金 26,184 13,012

為替差益 － 1,242

雑収入 2,635 1,289

営業外収益合計 28,820 15,544

営業外費用   

支払利息 26,877 9,178

為替差損 686 －

会社分割関連費用 － 8,000

雑損失 1,680 55

営業外費用合計 29,244 17,233

経常利益 3,030,573 1,396,956

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,559 －

新株予約権戻入益 － 1,188

その他 － 0

特別利益合計 7,559 1,189

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  41,496 ※3  2,810

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  4,427 ※4  36,207

事務所移転費用 10,444 －

特別損失合計 56,368 167,528

税引前当期純利益 2,981,765 1,230,617

法人税、住民税及び事業税 1,209,074 237,534

法人税等調整額 △94,000 204,000

法人税等合計 1,115,074 441,534

当期純利益 1,866,690 789,083
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【製造原価明細書】

    
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費    1,053,929  12.5  612,845  14.8

Ⅱ 労務費    2,020,862  23.9  1,061,441  25.6

Ⅲ 外注費    3,983,004  47.0  1,728,178  41.8

Ⅳ 経費 ※２  1,406,664  16.6  738,009  17.8

当期総製造費用    8,464,461  100.0  4,140,474  100.0

期首仕掛品たな卸高    581,594    23,220   

合計    9,046,055    4,163,694   

他勘定振替 ※３  1,094,289    941,838   

期末仕掛品たな卸高    23,220    0   

当期製品製造原価    7,928,545    3,221,856   

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

 １．原価計算の方法  １．原価計算の方法 

原価計算の方法は、プロジェクト別の個別原価計

算によっております。 

同左 

※２．経費の主な内訳 ※２．経費の主な内訳 

地代家賃 593,876 千円 

減価償却費 385,246 千円 

ソフトウエア償却費 60,366 千円 

コンピューター用品費 126,192 千円 

水道光熱費 90,428 千円 

通信費 82,606 千円 

地代家賃 303,797 千円 

減価償却費 193,357 千円 

ソフトウエア償却費 38,061 千円 

コンピューター用品費 95,339 千円 

水道光熱費 53,173 千円 

通信費 31,558 千円 

※３．他勘定への振替高は、次のとおりであります。 ※３．他勘定への振替高は、次のとおりであります。 

販売費及び一般管理費への振替高 1,094,289 千円 販売費及び一般管理費への振替高 772,781 千円 

子会社への承継 169,056 千円 
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 368,480 368,480

当期末残高 368,480 368,480

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 316,900 316,900

当期末残高 316,900 316,900

資本剰余金合計   

前期末残高 316,900 316,900

当期末残高 316,900 316,900

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 5,103,115 6,788,591

当期変動額   

自己株式の処分 △38,508 △143,554

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,866,690 789,083

当期変動額合計 1,685,475 425,593

当期末残高 6,788,591 7,214,184

利益剰余金合計   

前期末残高 5,103,115 6,788,591

当期変動額   

自己株式の処分 △38,508 △143,554

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,866,690 789,083

当期変動額合計 1,685,475 425,593

当期末残高 6,788,591 7,214,184

自己株式   

前期末残高 △1,673,086 △1,633,585

当期変動額   

自己株式の処分 39,501 169,652

当期変動額合計 39,501 169,652

当期末残高 △1,633,585 △1,463,933

株主資本合計   

前期末残高 4,115,410 5,840,387

当期変動額   

自己株式の処分 993 26,098

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,866,690 789,083

当期変動額合計 1,724,977 595,245

当期末残高 5,840,387 6,435,633
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 41,949 21,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,349 △40,328

当期変動額合計 △20,349 △40,328

当期末残高 21,600 △18,728

評価・換算差額等合計   

前期末残高 41,949 21,600

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △20,349 △40,328

当期変動額合計 △20,349 △40,328

当期末残高 21,600 △18,728

新株予約権   

前期末残高 37,038 64,570

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,531 27,192

当期変動額合計 27,531 27,192

当期末残高 64,570 91,762

純資産合計   

前期末残高 4,194,398 5,926,557

当期変動額   

自己株式の処分 993 26,098

剰余金の配当 △142,706 △219,936

当期純利益 1,866,690 789,083

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,182 △13,135

当期変動額合計 1,732,159 582,109

当期末残高 5,926,557 6,508,667
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 該当事項はありません。 

  

  

【継続企業の前提に関する事項】

【重要な会計方針】

項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及

び評価方法 

(１）子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(１）子会社株式及び関連会社株式 

同左 

  (２）その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価値等に基づく時

価法（評価差額は全部純資産直入

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。 

(２）その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

  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．たな卸資産の評価基準

及び評価方法 

仕掛品 

 当社は個別法による原価法（収益性

の低下による簿価切り下げの方法）を

採用しております。 

仕掛品 

同左 

３．固定資産の減価償却の

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     ８～39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 

４．繰延資産の処理方法 株式交付費 

 支出時に全額費用として処理してお

ります。  

株式交付費 

同左 
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項目 
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

５．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) 賞与引当金  

 当社は従業員に対して支給する賞与

の支払いに充てるため、期中につきま

しては支給見込額に基づき負担額を賞

与引当金に、期末につきましては、未

払金に計上しております。 

(２) 賞与引当金  

       同左 

  (３) 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、期中につ

きましては当事業年度における支給見

込額に基づき、負担額を役員賞与引当

金に、期末につきましては未払金に計

上しております。 

(３) 役員賞与引当金 

       同左 

６．重要な収益及び費用の

計上基準 

システム請負開発契約に係る収益及び費

用の計上基準  

「工事契約に関する会計基準」及び「工

事契約に関する会計基準の適用指針」を

適用し、当該基準の要件を満たしたプロ

ジェクト 

 工事進行基準（プロジェクトの進捗率

の見積りは原価比例法） 

  

（会計方針の変更）  

 システム請負開発契約に係る収益及び

費用の計上基準については、従来、シス

テムの検収をもって売上及び費用に計上

するいわゆる検収基準を採用しておりま

したが、当事業年度より「工事契約に関

する会計基準」（企業会計基準第15号 平

成19年12月27日）及び「工事契約に関す

る会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第18号 平成19年12月27日）を適

用し、当該基準の要件を満たしたプロジ

ェクトについては工事進行基準を採用し

ております。 

 これにより、当事業年度においては、

従来の会計処理基準を適用した場合と比

べて、売上高は1,886,108千円増加し、営

業利益、経常利益及び税引前当期純利益

はそれぞれ711,583千円増加しておりま

す。 

システム請負開発契約に係る収益及び費

用の計上基準  

       同左 

  

  

  

  

  

  

────── 

７．その他財務諸表作成の

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 
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【会計処理方法の変更】

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

────── （資産除去債務に関する会計基準の適用）  

  当事業年度より、「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、当事業年度の営業利益及び経常利益は

20,532千円減少し、税金等調整前当期純利益は148,861

千円減少しております。   

────── （企業結合に関する会計基準等の適用） 

 当事業年度より、「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。  

【表示方法の変更】

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

──────  前事業年度まで投資その他の資産の「その他」として

表示しておりました「施設利用会員権」は、当事業年度

において、資産の総額の100分の１を超えたため区分掲記

しました。 

 なお、前事業年度末の「施設利用会員権」は83,810千

円であります。  
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【注記事項】

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１．たな卸資産の内訳は次のとおりです。   １.       ――――― 

仕掛品 23,220 千円   

２．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 2,700,000 千円 

借入実行残高 －  

差引 2,700,000 千円 

 ２．当社は運転資金の効率的な調達を行うため、取引

銀行と当座貸越契約を締結しております。この契約

に基づく当事業年度末借入未実行残高は次のとおり

であります。 

当座貸越極度額 1,000,000 千円 

借入実行残高 －  

差引 1,000,000 千円 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 ※１．販売費及び一般管理費の主な内訳 

役員報酬 130,400 千円

役員賞与    185,000 千円

給与賞与手当 570,718 千円

法定福利費 62,369 千円

研究開発費 1,090,938 千円

減価償却費 31,367 千円

ソフトウエア償却費 9,308 千円

役員報酬 128,200 千円

役員賞与 －  

給与賞与手当 317,059 千円

法定福利費 45,236 千円

研究開発費 772,781 千円

減価償却費 20,154 千円

ソフトウェア償却費 4,876 千円

賃借料 406,282 千円

外注費    222,569 千円

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は概ね次のとおりであります。 

販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は概ね次のとおりであります。 

販売費に属する費用 約  ％ 3

一般管理費に属する費用 約   ％ 97

販売費に属する費用 約  ％ 2

一般管理費に属する費用 約   ％ 98

※２．研究開発費の総額 ※２．研究開発費の総額 

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

          千円 1,090,938           千円 772,781

※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   17,222 千円

器具備品   18,079 千円

ソフトウエア   6,194 千円

器具備品   2,810 千円

 ※４．投資有価証券評価損の内訳   ※４．投資有価証券評価損の内訳  

株式評価損 4,427 千円 株式評価損 36,207 千円
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前事業年度（自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の減少970株は、ストック・オプションの行使によるものであります。  

  

当事業年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）１.普通株式の自己株式の株式数の減少4,166株は、ストック・オプションの行使によるものであります。  

  

前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式41,384千円、関連会社株式684,103千円）は、

市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

 子会社株式および関連会社株式（貸借対照表計上額 子会社株式776,284千円）は、市場価格がなく、時価を把

握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。 

  

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３月31日） 

連結財務諸表「注記事項（企業結合等関係）」に記載しているため、注記を省略しております。 
  
  

 （注） １株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりで

あります。  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

自己株式         

普通株式   （注）１  41,085  －  970  40,115

合計  41,085  －  970  40,115

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

自己株式         

普通株式   （注）１  40,115  －  4,166  35,949

合計  40,115  －  4,166  35,949

（有価証券関係）

（企業結合等関係）

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 10,661.26 円

１株当たり当期純利益金額 3,400.48 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
3,294.49 円

１株当たり純資産額 11,582.73 円

１株当たり当期純利益金額 1,427.94 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
1,372.41 円
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前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,866,690  789,083

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  1,866,690  789,083

期中平均株式数（株）  548,948  552,603

      

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額     

当期純利益調整額（千円）  －  －

普通株式増加数（株）  17,660  22,357

（うち旧商法280条ノ19第２項に基づく

新株引受権） 
 (4,742)  (2,123)

（うち新株予約権）  (12,918)  (20,234)

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 

────── ────── 

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当社は、平成22年５月19日開催の当社取締役会におい

て、会社分割計画を承認決議いたしました。 

 これに伴い、平成22年10月１日付で、当社の新設承継会

社（完全子会社）として「株式会社シンプレクス・コンサ

ルティング」を設立し、当社のシステムインテグレーショ

ン・システム保守・ＵＭＳ・その他の事業を承継させ、当

社は社名を「株式会社シンプレクス・ホールディングス」

に変更し、グループ全体の経営戦略策定等の機能を担う予

定です。  

該当事項はありません。 
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(１）その他 

① 生産実績    

（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  

（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2,162,200千円、連結受

注残高2,199,752千円を含んでおります。  

  

６．その他

セグメント別 
  

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

   至 平成23年３月31日）  

 生産高 

  (千円） 

前年同期比 

(％）  

システムインテグレーション  3,285,021  135.3

システム保守            732,755  87.5

ＵＭＳ(導入）            758,069  34.4

ＵＭＳ(サービス）         2,966,262  154.0

アウトソーシング         1,144,720  －

その他         －  －

      合計          8,886,830  120.2

セグメント別 

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

  至 平成23年３月31日）  

受注高 

 (千円)  

前年同期比

(％)  

受注残高 

 (千円）  

前年同期比

(％)  

システムインテグレーション  5,585,548  107.0  2,623,179  140.7

システム保守             1,705,588  111.9  1,620,090  107.8

ＵＭＳ(導入）              1,550,298  48.4  258,868  87.7

ＵＭＳ(サービス）          5,150,364  102.1  3,862,509  107.1

アウトソーシング            1,325,800  －  1,653,651  －

その他                149,345  －  84,574  49.3

      合計        15,466,944  103.3  10,102,874  135.8
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③ 販売実績  

（注） １．金額の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。 

   

  
セグメント別 

  

当連結会計年度 

（自 平成22年４月１日 

至 平成23年３月31日） 

売上高 

 (千円）  

前年同期比 

(％) 

システムインテグレーション    5,329,807  125.3

システム保守         1,588,559  99.3

ＵＭＳ(導入）          1,586,491  36.7

ＵＭＳ(サービス）       4,894,609  132.9

アウトソーシング        1,379,177  －

その他           209,698  194.6

      合計       14,988,344  107.3
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