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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 15,974 6.6 1,993 △22.2 2,025 △19.5 1,057 △27.0
23年3月期 14,988 7.3 2,561 △15.6 2,514 △16.4 1,448 △21.5

（注）包括利益 24年3月期 1,034百万円 （△29.4％） 23年3月期 1,464百万円 （△19.7％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 1,906.47 1,878.39 14.3 17.4 12.5
23年3月期 2,621.44 2,519.51 22.6 23.0 17.1

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

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

24年3月期 11,729 8,226 66.3 14,069.21
23年3月期 11,521 7,499 60.8 12,650.13

（参考） 自己資本   24年3月期  7,777百万円 23年3月期  7,008百万円

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

24年3月期 1,263 △212 △524 5,540
23年3月期 2,711 290 △708 5,014

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 480.00 480.00 265 18.3 4.1
24年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 276 26.2 3.7
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 520.00 520.00 15.1

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 8,200 0.5 1,340 21.1 1,340 21.0 920 61.3 1,664.30
通期 17,200 7.7 3,000 50.5 3,000 48.1 1,900 79.6 3,437.14



※  注記事項 
(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） ： 無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 589,955 株 23年3月期 589,955 株
② 期末自己株式数 24年3月期 37,170 株 23年3月期 35,949 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 554,756 株 23年3月期 552,603 株

※ 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。 
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（1）経営成績に関する分析 

 ⅰ.当期の経営成績  

 当連結会計年度の業績は、 

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 売上高は、前連結会計年度を上回って好調に推移しましたが、システムインテグレーションにおいて不採算案件

が３件発生したことによる売上高総利益率の低下をカバー出来ず、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前年同期

を下回る業績となりました。 

② 売上高は、前第２四半期より連結子会社化したバーチャレクス・コンサルティング株式会社が寄与したことによ

り、15,974,940千円(前年同期14,988,344千円)となり前年同期を上回る結果(前年同期比6.6%増)となりました。 

 売上高総利益率は、当期にシステムインテグレーションにおいて不採算案件が３件発生したことなどより、37.1％ 

(前年同期41.0％）と前年同期を大幅に下回りました。 

 販売費及び一般管理費は、研究開発費1,471,807千円（前年同期1,436,007千円）を計上した影響などにより

3,926,039千円（前年同期3,581,762千円）と増加し、売上高販管費率は24.6％（前年同期23.9％）と前年同期を上回

りました。研究開発費の増加は、「Ｖｏｙａｇｅｒ」への研究開発が主な要因であり、当該プロジェクトは一部顧客

において７月よりサービスインしております。 

 その結果、営業利益は1,993,635千円（前年同期2,561,278千円、前年同期比22.2％減）、経常利益は2,025,294千円

（前年同期2,514,947千円、前年同期比19.5％減）と前年同期を下回りました。 

③ 特別損益の主な内容は以下の通りです。バーチャレクス・コンサルティング株式会社にて開発中のＡＳＰサービ

スにおいて、開発費と保守費用の合計額が収益見込み額を超過することが判明したため、当該ソフトウェア仮勘定額

を回収可能価額まで減額し、92,824千円を減損損失として特別損失に計上しております。 

 また、株式会社シンプレクス・コンサルティングにおいて、同社顧客であるスター為替証券様で平成23年８月に発

生したシステム障害に起因して、契約条項に基づく当社賠償責任の範囲における損害賠償の支払いを行う可能性が高

いことを勘案し、損害賠償の金額と見込まれる31,673千円を引当金として特別損失に計上しております。 

 この結果、当期純利益は1,057,627千円(前年同期1,448,615千円、前年同期比27.0％減)と前年同期を下回りまし

た。 

④ セグメント別では、システムインテグレーションの売上高は、大型案件の期ズレやリピートオーダーの減少によ

り、5,244,649千円（前年同期5,329,807千円）と前年同期を下回る結果となりました。また、不採算案件が３件発生

したことから売上高総利益率は31.9％(前年同期39.1％）となりました。 

 保守の売上高は、1,739,758千円（前年同期1,588,559千円）と前年を上回りましたが、売上高総利益率は50.7％

（前年同期53.9％）と下回りました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、「Ｖｏｙａｇｅｒ」への切替案件が順調に推移し、1,892,329千円（前年同期

1,586,491千円）と前年同期を上回りました。売上高総利益率は53.3％（前年同期52.4％）であり前年同期と同水準に

推移しました。 

 ＵＭＳ（サービス）の売上高は、インセンティブ収入が当初計画をやや下回り、4,958,995千円（前年同期

4,894,609千円）となりました。売上高総利益率は、大証ＦＸ市場の低迷により37.3％（前年同期39.4％）と低調に推

移しました。 

 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前第２四半期より新設されたアウトソー 

シングの売上高は2,049,190千円、売上高総利益率は20.3％となっております。 

⑤ 分野別の売上では、ディーリング分野は、大手証券向けデリバティブのテストプロジェクト案件の売上寄与によ

り大きく増加しました。ＣＲＭ／ＳＦＡシステム分野は、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

化により大きく増加しました。また、インターネット取引分野は、「Ｖｏｙａｇｅｒ」への切替案件が順調に推移

し、前年同期と同水準で推移しました。 

１．【経営成績】

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

15,974,940

1,993,635

2,025,294

1,057,627

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）

6.6

22.2

19.5

27.0
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⑥ 当連結会計年度末における受注残高は、10,822,736千円（前年同期末10,102,874千円、前年同期末比7.1％増）と

なりました。当期において、①都銀向けデリバティブの大型ＳＩ案件、②証券会社向けＣＲＭの大型ＳＩ案件、を受

注するなど受注環境は好調に推移しました。引き続き、大型システムインテグレーション案件の獲得と次世代インタ

ーネット取引システム「Ｖｏｙａｇｅｒ」の早期拡販に全社一丸となって取り組み、更なる業績拡大につながるよう

案件の掘り起こしに注力します。 

  

 （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 前第２四半期連結会計期間より、バーチャレクス・コンサルティング株式会社の連結子会社化に伴い新たな 

   報告セグメント（アウトソーシング）を追加しております。 

＊３ 大半がハードウェアなどの物品販売によるものであります。 

  

② 売上の分野別の概況 

  

  

前連結会計年度  
（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  
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 
 5,329,807 ％35.5 ％39.1 5,244,649 32.8％ 31.9％ △85,158

システム保守  1,588,559 ％10.6 ％53.9 1,739,758 10.9％ 50.7％ 151,199

ＵＭＳ(導入) ＊１  1,586,491 ％10.6 ％52.4 1,892,329 11.9％ 53.3％ 305,838

ＵＭＳ(サービス)＊１  4,894,609 ％32.7 ％39.4 4,958,995 31.0％ 37.3％ 64,385

アウトソーシング＊２  1,379,177 ％9.2 ％17.0 2,049,190 12.8％ 20.3％ 670,012

その他    ＊３  209,698 ％1.4 ％100.0 90,016 0.6％ 100.0％ △119,682

総合計  14,988,344 ％100.0 ％41.0 15,974,940 100.0％ 37.1％ 986,595

  

前連結会計年度  
（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  
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 4,166,102 ％27.8 5,123,081 32.1％ 956,979

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 2,955,339 ％19.7 3,392,898 21.2％ 437,558

インターネット取引システム 7,412,290 ％49.5 7,184,728 45.0％ △227,561

その他 454,612 ％3.0 274,231 1.7％ △180,380

計 14,988,344 ％100.0 15,974,940 ％ 100.0 986,595
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 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、欧州発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、以下の理由により来期の見通しを計画しております。   

  

 ① アカウントセールスの強化と大型案件の受注 

（大型案件の受注状況）  

 当期より、アカウントセールスの機能を強化し大型案件の受注体制を強化しています。当期に ①都銀向けデリバ

ティブの大型ＳＩ案件 ②証券会社向けＣＲＭの大型ＳＩ案件 といった複数の受注が確定しており、また、③大手

証券向けデリバティブのＳＩ案件 の継続的な受注も見込まれるなど、当社の受注環境は良好に推移しております。

さらに潜在的な案件の提案活動を継続し、積極的な営業活動を展開していきます。 

（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。今後バー

ゼルⅢ対応の本格化等に伴ってシステム受注のチャンスは増加すると考えており、積極的な拡大を目指します。 

  

 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、クラウド型サービス事業であるＵＭＳ事業

を推進しております。既に多くの顧客を獲得し安定継続的な売上を計上しておりますが、今後もさらなる拡大を目指

します。 

 「Ｖｏｙａｇｅｒ」（次世代ＳＰＲＩＮＴ）は、既にくりっく３６５向けに２社導入されており、さらに2012年７

月をメドに「ＯＴＣ－ＦＸ版Ｖｏｙａｇｅｒ」がマネーパートナーズ様にて導入される見込みです。当該サービスで

は、従来のインセンティブに加えて、顧客の超過収益に応じた新インセンティブを課金する予定となっており、顧客

の収益拡大により深くコミットしていきます。 

 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 

 当期において「Ｖｏｙａｇｅｒ」（次世代ＳＰＲＩＮＴ）への研究開発投資が一巡したことから、来期は研究開発

費予算を10億円（当期実績14.7億円）計上しております。「Ｖｏｙａｇｅｒ」への投資に加えて、将来的な海外展開

を睨んで、海外競争力のあるディーリングシステムへの研究開発投資を実施していく予定です。 

  

 ④ 不採算案件の抑制について  

 当期において不採算案件が３件発生し、収益の大幅な悪化を招きました。来期は「不採算案件の発生を抑制」を

重要課題の一つに取り組みます。具体的には案件規模や難易度に応じた適切な担当者のアサインを徹底するとともに

品質改善の取り組みをより強化し、不採算案件を抑制していきます。 

   

  来期の連結業績の見通しは、以下を予定しております。 

  

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

17,200,000 

3,000,000 

3,000,000 

1,900,000 

千円 

千円 

千円 

千円 

（前年同期比 7.7％増）

（前年同期比 50.5％増）

（前年同期比 48.1％増）

（前年同期比 79.6％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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（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、11,729,610千円（対前連結会計年度末比208,518千円増加）となりました。主に、

現金及び預金が526,196千円、売掛金が450,333千円増加した一方で、投資有価証券が298,723千円、敷金保証金が

197,392千円減少したことによるものです。 

 負債合計は、3,503,184千円（対前連結会計年度末比518,856千円減少）となりました。これは主に長期借入金が

339,451千円、未払法人税等が231,242千円減少したことによるものです。 

 また、純資産合計は8,226,425千円（対前連結会計年度末比727,374千円増加）となり、自己資本比率は66.3％（前

連結会計年度末は60.8％）と改善しました。自己資本比率は高く、安定的な財務バランスを保っていると分析してい

ます。  

  

  ⅱ. キャッシュフローの状況 

 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。）の残高は、前連結会計年度

末に比べ526,196千円増加し、5,540,315千円となりました。当連結会計年度における各キャッシュフローの状況とそ

れらの要因は次のとおりであります。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、1,263,167千円の資金取得（前連結会計年度2,711,059千円の資金取得）となりました。これは、

主に税金等調整前当期純利益1,763,715千円、減価償却費471,447千円が発生したことから資金を得た一方で、売上債

権の増加450,333千円、法人税等の支払で1,138,730千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、212,076千円の資金使用（前連結会計年度290,662千円の資金取得）となりました。これは主に、

投資有価証券の売却による収入603,151千円により資金が増加した一方で、有形固定資産の取得による支出278,592千

円、無形固定資産の取得による支出524,506千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。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、524,629千円の資金使用（前連結会計年度708,141千円の資金使用）となりました。これは主に、

長期借入金の返済として575,240千円、配当金支払として265,453千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。

  平成23年３月期末 平成24年３月期末 

  第２四半期 期末 第２四半期 期末 

自己資本比率（％）  58.7    60.8  65.5    66.3

時価ベースの自己資本比率（％）    262.9  170.2    129.8  127.8

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
   1.2  0.5    △1.7  0.9

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
   104.5    119.0    △64.3    78.5
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 (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、連結当期純利益に対する配当性向を

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24年３月期の配当につきましては、１株当たり20円増配して、１株当たり500円の配当金（前期は480円）とい

たします。 

 なお、平成25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520円の配当金（中間配当は０円）を予想しております。 

（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24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。 
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 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

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。 

  

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。 
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 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、

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。
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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、連結配当性向を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

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業界においては過去に段階的な法規制が実施されるなど様々な環境変化が生じており、今後もＦＸ業

界全体に環境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。 
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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

システムイン

テグレーショ

ン、システム

保守、ＵＭＳ

(導入）、Ｕ

ＭＳ（サービ

ス）、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 

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

システムイン

テグレーショ

ン、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

システムイン

テグレーショ

ン、ＵＭＳ

（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 システムイン

テグレーショ

ン 

 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  
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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. 特定子会社に該当しております。 

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 

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

システムイ

ンテグレー

ション 

 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。  

  

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

システムイ

ンテグレー

ション、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)２ 

その他１社                     
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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 売上高の拡大 大規模案件の獲得のための営業力の強化 

 平成23年３月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させています。人員拡充を中心とした体制強化によって営業力の強化を図

り、売上高の拡大を目指します。 

  

② 売上高の拡大 成功報酬型ストック収益モデルであるＵＭＳ事業の拡大 

 成功報酬型ストック収益モデル（クラウド型ビジネス）であるＵＭＳ事業を拡大することにより、安定継続的な収

益体質を確立します。顧客の収益拡大をコミットし顧客のビジネスを成功に導くことによって当社の成功報酬を拡大

し、顧客と当社でWin-Winの関係を築くことによる売上高の拡大を目指します。 

  

③ 不採算案件の抑制 

不採算案件の発生を抑えて利益率の安定的な向上を目指します。短期的対策として、大型案件に優秀なプロジェク

トマネージャーを充てる体制を徹底します。また中長期の対策として、品質改善チームによる開発品質の向上に取り

組んでいきます。また同時に、開発標準プロセスを明確に定義することで各プロジェクトマネージャーの力量に依拠

しない標準化された開発体制の確立を目指します。 

  

④ グローバル化への対応 

経営理念である「Hello World , Hello Innovation」を実現するために、2014年以降にスタートする予定の第三次

中期事業計画ではグローバル展開を視野に入れる計画です。このため、当社パッケージ商品のグローバル対応および

海外拠点の整備などの準備を進めていきます。 

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24年３月期    ％） 

（平成24年３月期      ％） 

12.5

14.3
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⑤ 中期事業計画の実現 

  当社グループは、平成25年3月期を 終年度とする修正第二次中期事業計画を達成することが重要な課題であると

認識しておりました。しかし、 終年度である平成25年3月期の業績予想は修正計画値を下回っており、当該中期事

業計画の達成はほぼ困難な見通しです。少しでも目標に近づくよう尽力するとともに、第三次中期事業計画の準備と

のバランスを保ちながら事業計画を遂行していきます。 

  

（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19年３月期実績：連結実績 売上： 47億円        営業利益：  11億円 

■平成24年３月期実績：連結実績 売上：159億円（3.4倍）    営業利益： 19億円（1.7倍） 

■平成25年３月期計画：連結計画 売上：190～220億円（4.7倍） 営業利益：40～50億円（4.5倍） 

 

 終年度である平成25年3月期の業績予想は修正計画値を下回っており、当該中期事業計画の達成はほぼ困難な見通し

です。少しでも目標に近づくよう尽力するとともに、第三次中期事業計画の準備とのバランスを保ちながら事業計画を遂

行していきます。 

 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、詳細を公表しておりますのであわせて

ご確認ください。 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,034,159 5,560,355

売掛金 1,565,250 2,015,584

未収入金 986,982 868,259

たな卸資産 ※1  65,395 ※1  157,025

未収還付法人税等 158,318 73,957

繰延税金資産 143,204 129,100

前払費用 331,795 304,433

その他 32,252 41,286

貸倒引当金 △1,575 －

流動資産合計 8,315,783 9,150,002

固定資産   

有形固定資産   

建物 284,615 322,179

工具、器具及び備品 1,963,064 2,046,235

車両運搬具 8,095 5,697

土地 2,157 2,157

建設仮勘定 27,345 1,832

減価償却累計額 △1,546,180 △1,723,693

有形固定資産合計 739,098 654,408

無形固定資産   

電話加入権 4,133 4,184

ソフトウエア 240,697 241,779

ソフトウエア仮勘定 56,289 224,873

のれん 334,248 249,430

その他 2,151 2,035

無形固定資産合計 637,520 722,303

投資その他の資産   

投資有価証券 652,878 354,155

長期前払費用 52,019 24,076

敷金及び保証金 809,434 612,042

保険積立金 19,526 20,409

繰延税金資産 211,019 107,885

その他 83,810 84,326

投資その他の資産合計 1,828,689 1,202,895

固定資産合計 3,205,308 2,579,608

資産合計 11,521,091 11,729,610

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

-　14　-



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 534,024 426,627

短期借入金 ※2  583,863 ※2  748,074

未払金 1,137,003 1,192,990

未払費用 96,084 172,117

未払法人税等 509,715 278,473

前受金 75,317 101,843

賞与引当金 72,058 81,711

障害損失引当金 － 31,673

その他 308,985 112,334

流動負債合計 3,317,052 3,145,847

固定負債   

長期借入金 682,439 342,988

負ののれん 22,549 14,349

固定負債合計 704,988 357,337

負債合計 4,022,041 3,503,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,480 368,480

資本剰余金 316,900 316,900

利益剰余金 7,811,228 8,505,179

自己株式 △1,463,933 △1,450,115

株主資本合計 7,032,676 7,740,445

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △18,728 42,767

為替換算調整勘定 △5,700 △5,964

その他の包括利益累計額合計 △24,428 36,802

新株予約権 91,762 134,948

少数株主持分 399,039 314,229

純資産合計 7,499,050 8,226,425

負債純資産合計 11,521,091 11,729,610

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

-　15　-



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 14,988,344 15,974,940

売上原価 8,845,303 10,055,264

売上総利益 6,143,041 5,919,675

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,581,762 ※1, ※2  3,926,039

営業利益 2,561,278 1,993,635

営業外収益   

受取利息及び配当金 13,347 9,793

為替差益 － 3,139

負ののれん償却額 6,149 8,199

還付加算金 25 7,137

違約金収入 － 10,000

雑収入 1,518 13,154

営業外収益合計 21,041 51,424

営業外費用   

支払利息 21,122 16,468

持分法による投資損失 35,811 －

為替差損 102 －

雑損失 10,337 3,296

営業外費用合計 67,373 19,765

経常利益 2,514,947 2,025,294

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  3,809

関係会社株式売却益 24,910 －

投資有価証券売却益 － 20,700

段階取得に係る差益 76,413 －

新株予約権戻入益 1,188 1,640

特別利益合計 102,512 26,149

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  3,935 ※4  161,298

投資有価証券売却損 181 1,932

投資有価証券評価損 ※5  34,500 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 128,329 －

事務所移転費用 68,431 －

減損損失 － ※6  92,824

障害損失引当金繰入額 － 31,673

特別損失合計 235,376 287,728

税金等調整前当期純利益 2,382,082 1,763,715

法人税、住民税及び事業税 784,654 649,620

法人税等調整額 90,630 141,278

法人税等合計 875,284 790,898

少数株主損益調整前当期純利益 1,506,797 972,817

少数株主利益 58,182 △84,810

当期純利益 1,448,615 1,057,627
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 1,506,797 972,817

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △40,328 61,495

為替換算調整勘定 △2,420 △264

その他の包括利益合計 △42,748 ※  61,231

包括利益 1,464,048 1,034,048

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,405,866 1,118,858

少数株主に係る包括利益 58,182 △84,810
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 368,480 368,480

当期末残高 368,480 368,480

資本剰余金   

当期首残高 316,900 316,900

当期末残高 316,900 316,900

利益剰余金   

当期首残高 6,726,102 7,811,228

当期変動額   

自己株式の処分 △143,554 △97,753

剰余金の配当 △219,936 △265,922

当期純利益 1,448,615 1,057,627

当期変動額合計 1,085,125 693,950

当期末残高 7,811,228 8,505,179

自己株式   

当期首残高 △1,633,585 △1,463,933

当期変動額   

自己株式の処分 169,652 115,059

自己株式の取得 － △101,241

当期変動額合計 169,652 13,817

当期末残高 △1,463,933 △1,450,115

株主資本合計   

当期首残高 5,777,899 7,032,676

当期変動額   

自己株式の処分 26,098 17,305

剰余金の配当 △219,936 △265,922

当期純利益 1,448,615 1,057,627

自己株式の取得 － △101,241

当期変動額合計 1,254,777 707,768

当期末残高 7,032,676 7,740,445
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 21,600 △18,728

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △40,328 61,495

当期変動額合計 △40,328 61,495

当期末残高 △18,728 42,767

為替換算調整勘定   

当期首残高 △3,279 △5,700

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,420 △264

当期変動額合計 △2,420 △264

当期末残高 △5,700 △5,964

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 18,320 △24,428

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △42,748 61,231

当期変動額合計 △42,748 61,231

当期末残高 △24,428 36,802

新株予約権   

当期首残高 64,570 91,762

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 27,192 43,185

当期変動額合計 27,192 43,185

当期末残高 91,762 134,948

少数株主持分   

当期首残高 45 399,039

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 398,994 △84,810

当期変動額合計 398,994 △84,810

当期末残高 399,039 314,229

純資産合計   

当期首残高 5,860,834 7,499,050

当期変動額   

自己株式の処分 26,098 17,305

剰余金の配当 △219,936 △265,922

当期純利益 1,448,615 1,057,627

自己株式の取得 － △101,241

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 383,437 19,606

当期変動額合計 1,638,215 727,374

当期末残高 7,499,050 8,226,425
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 2,382,082 1,763,715

減価償却費 556,820 471,447

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,575 △1,575

のれん償却額 63,613 84,818

関係会社株式売却損益（△は益） △24,910 －

為替差損益（△は益） 33 3

持分法による投資損益（△は益） 35,811 －

株式報酬費用 29,320 44,825

有形固定資産除売却損益（△は益） 3,935 21,163

無形固定資産除売却損益（△は益） － 136,324

投資有価証券売却損益（△は益） 181 △18,767

投資有価証券評価損益（△は益） 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 △1,640

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 9,652

減損損失 － 92,824

受取利息及び受取配当金 △13,347 △9,793

支払利息 21,122 16,468

売上債権の増減額（△は増加） 190,559 △450,333

未収入金の増減額（△は増加） 899,126 118,723

たな卸資産の増減額（△は増加） △33,269 △91,630

仕入債務の増減額（△は減少） △142,196 △107,396

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △160,978 100,346

前受金の増減額（△は減少） △120,153 26,525

その他 164,520 △72,290

小計 3,978,767 2,133,413

利息及び配当金の受取額 13,554 9,856

利息の支払額 △22,785 △16,096

法人税等の還付額 － 274,724

法人税等の支払額 △1,258,478 △1,138,730

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,711,059 1,263,167

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △300,000

有価証券の売却による収入 － 300,000

有形固定資産の取得による支出 △196,435 △278,592

無形固定資産の取得による支出 △49,633 △524,506

有形固定資産の売却による収入 － 4,000

投資有価証券の取得による支出 △4,985 △187,830

投資有価証券の売却による収入 1,391 603,151

敷金及び保証金の差入による支出 △97,916 △2,181

敷金及び保証金の回収による収入 － 175,517

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 △1,635

投資活動によるキャッシュ・フロー 290,662 △212,076
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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） △40,000 200,000

長期借入れによる収入 100,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △573,503 △575,240

自己株式の取得による支出 － △101,241

ストックオプションの行使による収入 25,158 17,305

配当金の支払額 △219,796 △265,453

財務活動によるキャッシュ・フロー △708,141 △524,629

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,422 △264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,291,158 526,196

現金及び現金同等物の期首残高 2,722,960 5,014,119

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,014,119 ※1  5,540,315
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 該当事項はありません。 

  

  

（５）継続企業の前提に関する事項

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24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  ７社 

連結子会社名 

株式会社シンプレクス・コンサルティング 

株式会社シンプレクス・ビジネス・ソリューション 

シンプレクス・ユーエスエー・インク（米国） 

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）  

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） 

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１社  

  (２）非連結子会社の数 

 該当事項はありません。 

２．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。 

３．会計処理基準に関する事項 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。 

     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。 

  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）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。 

  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。 

(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。 
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項目 
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24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。 

  ② 賞与引当金 

 従業員に対して支給する賞与の支払いに充てるため、支給見込額に基づき、

負担額を賞与引当金に計上しております。 

  ③ 役員賞与引当金 

 役員賞与の支出に備えて、支給見込額に基づき、負担額を役員賞与引当金に

計上しております。 

  ④ 障害損失引当金 

 発生した障害において、損害賠償の支払いを行う可能性が高いと見込まれる

額を障害損失引当金に計上しております。 

(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）を採用してお

ります。 

 （６）重要なヘッジ会計の方法 ① ヘッジ会計の方法 

 金利スワップについては、特例処理の要件を満たしておりますので、特例処理

を採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段 金利スワップ 

 ヘッジ対象 借入金の利息 

③ ヘッジ方針 

 金利スワップ取引は借入金の変動金利のリスクヘッジを目的として行ってお

り、対象債務の範囲内でヘッジを行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップについては、特例処理によっているため、有効性の評価を省略し

ております。 

(７) 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。 

(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。 

(９）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。 

（７）追加情報

  
当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

  

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

 当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関

する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 
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（８）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成24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 65,395 千円 仕掛品 157,025 千円

※２．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 2,850,000 千円 

借入実行残高    10,000 千円 

差引 2,840,000 千円 

※２．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 3,500,000 千円 

借入実行残高    210,000 千円 

差引 3,290,000 千円 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（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 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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 216,300 千円

給与賞与手当 633,384 千円

研究開発費 1,436,007 千円

役員報酬 265,512 千円

給与賞与手当 663,528 千円

外注費  343,395 千円

研究開発費 1,471,807 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 

1,436,007 千円 1,471,807 千円

―――――――  ※３．固定資産売却益の内訳 

  車両運搬具 3,809 千円

 ※４．固定資産除売却損の内訳  ※４．固定資産除売却損の内訳 

器具備品 3,935 千円 器具備品 24,973 千円

ソフトウェア 136,324 千円

 計 161,298 千円

 ※５．投資有価証券評価損の内訳  ――――――― 

株式評価損 34,500 千円     

 ―――――――  ※６．減損損失  

   当連結会計年度において、当社グループは以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。 

  

 当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単

位として会社単位を基準としております。 

 特定顧客向けに開発中であるＡＳＰサービスのソフト

ウェアにおいて、開発費と保守費用の合計額が収益見込

み額を超過することが判明したため、当該ソフトウェア

仮勘定額を回収可能価額まで減額し、減損損失(92,824千

円)として特別損失に計上しました。 

 なお、回収可能価額は使用価値により測定しており、

将来キャッシュ・フローを2.0%で割り引いて算定してお

ります。 

 場所  用途  種類 

 東京都港区 
ＡＳＰサービス用

資産 

ソフトウェア仮勘

定 

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

-　24　-



当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

 ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

  

前連結会計年度（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 

  

（連結包括利益計算書関係）

その他有価証券評価差額金 

当期発生額 116,800 千円

組替調整額 △18,767 千円

税効果調整前 98,032 千円

税効果額 △36,536 千円

その他有価証券評価差額金 61,495 千円

為替換算調整勘定  

当期発生額  △264 千円

その他の包括利益合計 61,231 千円

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期
首株式数（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） 

当連結会計
年度期首 

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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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24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2,880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.普通株主の自己株式の株式数の増加4,101株は、平成24年１月25日の取締役会決議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 

  

  
当連結会計年度期
首株式数（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  35,949  4,101  2,880  37,170

合計  35,949  4,101  2,880  37,170

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） 

当連結会計
年度期首 

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 
－  －  －  －  －  134,948

合計 －  －  －  －  －  134,948

  
（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23年６月19日 

定時株主総会 
普通株式  265,922  480.0 平成23年３月31日 平成23年６月21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24年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  276,392 利益剰余金   500.0 平成24年３月31日 平成24年６月19日
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（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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24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23年３月31日現在） （平成24年３月31日現在） 

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

現金及び預金勘定 5,560,355 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 5,540,315  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

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

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、事業計画・経営計画などに照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しておりま

す。一時的な余剰資金は社内の運用規程に従い、流動性と安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運

転資金を銀行借入により調達しております。 

 投資にあたっては、運用規程に従い、対象金融資産の流動性、信用性を勘案し、企業本来の目的を逸脱しな

い範囲に限定しております。  
  

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについて

は、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日や残高を定期的に管理することで、財務状況等の悪化等による

回収懸念の早期把握やその軽減を図っております。 

 投資有価証券は、主に株式となるため市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、主

に業務上の関係を有する株式であり、株式については定期的に発行体の財務状況や時価の把握に努めておりま

す。  

 営業債務である買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実行

できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社グループでは、月次単位での資金計画を作成する等の方法

により、当該リスクを管理しております。 

 短期借入金は、主に長期借入金の一年未満支払分になります。また、長期借入金は主に長期的な運転資金な

どを目的とした資金調達になります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施し

て支払利息の固定化を実施しております。 

 デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしています。   

  

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。  

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成23年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の通りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注２）をご参

照ください。）   

 （注）１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

   資産 

    （１）現金及び預金 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

（金融商品関係）

  連結貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（１）現金及び預金 5,034,159  5,034,159     －

（２）売掛金及び未収入金 2,552,232  2,552,232     －

（３）投資有価証券 608,503  608,503 －

資産計 8,194,895  8,194,895 －

（１）買掛金及び未払金 1,671,028       1,671,028     －

（２）短期借入金 583,863  584,259     396

（３）未払法人税等 509,715  509,715     －

（４）長期借入金 682,439  666,597     △15,841

負債計 3,447,046  3,431,600     △15,445

  デリバティブ取引 －  －   －
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    （２）売掛金及び未収入金 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

    （３）投資有価証券 

      これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。   

   負債 

    （１）買掛金及び未払金 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

    （２）短期借入金  

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。なお、一年以内返済予定の長期借入金につきましては、（4）をご参照く 

      ださい。 

    （３）未払法人税等 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

    （４）長期借入金 

      これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて

      算出する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と

      されており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った

      場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。  

  

    ２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 非上場株式については、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、「（３）投資有価証券」には含まれておりません。 

 敷金及び保証金についても、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、上表に含めておりません。      

  

    ３.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算後の償還予定額並びに有利子負債の返済予定額 

  

 区分 連結貸借対照表計上額(千円） 

 非上場株式 

 敷金及び保証金 

 

 

44,375

809,434

  
１年以内 
(千円）  

１年超 

５年以内 

(千円）  

現金及び預金  5,034,159  －

売掛金及び未収入金  2,552,232  －

投資有価証券  －  －

その他有価証券のうち満

期があるもの 
 －  －

 長期借入金  573,863  682,439

合計  8,160,254  682,439
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当連結会計年度（自 平成23年４月１日 至 平成24年３月31日） 

１．金融商品の状況に関する事項 

（１）金融商品に対する取組方針 

 当社グループは、事業計画・経営計画などに照らして、必要な資金を主に銀行借入により調達しておりま

す。一時的な余剰資金は社内の運用規程に従い、流動性と安全性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運

転資金を銀行借入により調達しております。 

 投資にあたっては、運用規程に従い、対象金融資産の流動性、信用性を勘案し、企業本来の目的を逸脱しな

い範囲に限定しております。  

  

（２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

 営業債権である売掛金並びに未収入金は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当該リスクについて

は、取引先ごとに与信管理を徹底し、回収期日や残高を定期的に管理することで、財務状況等の悪化等による

回収懸念の早期把握やその軽減を図っております。 

 投資有価証券は、主に株式となるため市場価格の変動リスクに晒されています。当該リスクに関しては、主

に業務上の関係を有する株式であり、株式については定期的に発行体の財務状況や時価の把握に努めておりま

す。  

 営業債務である買掛金及び未払金は、一年以内の支払期日であり、流動性リスク（支払期日に支払いを実行

できなくなるリスク）に晒されておりますが、当社グループでは、月次単位での資金計画を作成する等の方法

により、当該リスクを管理しております。 

 短期借入金は、主に長期借入金の一年未満支払分になります。また、長期借入金は主に長期的な運転資金な

どを目的とした資金調達になります。一部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施し

て支払利息の固定化を実施しております。 

 デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範囲内で行うこととしています。   

  

（３）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明  

 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含

まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採用するこ

とにより、当該価額が変動することがあります。  

  

２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成24年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については次の通りであります。

なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません。（（注２）をご参

照ください。）   

 （注）１.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

   資産 

    （１）現金及び預金 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

  連結貸借対照表計上額 
（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（１）現金及び預金 5,560,355  5,560,355     －

（２）売掛金及び未収入金 2,883,843  2,881,425     △2,418

（３）投資有価証券 309,780  309,780 －

資産計 8,753,978  8,751,560 △2,418

（１）買掛金及び未払金 1,619,618       1,619,618     －

（２）短期借入金 748,074  755,448     7,374

（３）未払法人税等 278,473  278,473     －

（４）長期借入金 342,988  339,316     △3,671

負債計 2,989,154  2,992,857     3,702

  デリバティブ取引 －  －   －
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    （２）売掛金及び未収入金 

      これらの時価は、一定の期間ごとに区分した債権額を満期までの期間および信用リスクを加味し

      た利率で割り引いた現在価値により算定しております。 

    （３）投資有価証券 

      これらの時価について、株式等は取引所の価格によっております。   

   負債 

    （１）買掛金及び未払金 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

    （２）短期借入金  

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。なお、一年以内返済予定の長期借入金につきましては、（4）をご参照く 

      ださい。 

    （３）未払法人税等 

      これらは、短期間で決済されるものであり、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価

      額によっております。 

    （４）長期借入金 

      これらの時価は、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率で割引いて

      算出する方法によっております。変動金利による長期借入金は金利スワップの特例処理の対象と

      されており、当該金利スワップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った

      場合に適用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算定する方法によっております。  

  

    ２.時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

 非上場株式については、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、「（３）投資有価証券」には含まれておりません。 

 敷金及び保証金についても、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、上表に含めておりません。      

  

    ３.金銭債権及び満期のある有価証券の連結決算後の償還予定額並びに有利子負債の返済予定額 

  

Ⅰ 前連結会計年度 （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

 区分 連結貸借対照表計上額(千円） 

 非上場株式 

 敷金及び保証金 

 

 

44,375

612,042

  
１年以内 
(千円）  

１年超 

５年以内 

(千円）  

現金及び預金  5,560,355  －

売掛金及び未収入金  2,807,648  76,195

投資有価証券  －  －

その他有価証券のうち満

期があるもの 
 －  －

 長期借入金  538,074  342,988

合計  8,906,077  419,183

（セグメント情報等）

【セグメント情報】
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 (注）１．「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．セグメント資産の金額は当社の 高意思決定機関において定期的に提供・使用していないため、合計額の

みを記載しております。  

４．セグメント負債の金額は当社の 高意思決定機関において定期的に提供・使用しておりません。  

５．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。 

  

Ⅱ 当連結会計年度 （自平成23年４月１日 至平成24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

  （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

セグメント資産 － － － － － － －  11,521,091

 （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 5,933,342

「その他」の区分の利益  209,698

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
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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、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と概ね同一であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

 (注）１．「その他」の区分は、主にハードウエアなどの物品販売であります。 

２．セグメント資産の金額は当社の 高意思決定機関において定期的に提供・使用していないため、合計額の

みを記載しております。  

３．セグメント負債の金額は当社の 高意思決定機関において定期的に提供・使用しておりません。  

４．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。 

  （単位：千円）

  

 報告セグメント     

システム 
インテグレー

ション  

システム

保守 
ＵＭＳ

（導入） 
ＵＭＳ

（サービス）

アウトソーシ

ング  
計  

その他 
（注)１  

合計

売上高                 

外部顧客への売上高 5,244,649 1,739,758 1,892,329 4,958,995 2,049,190 15,884,923 90,016 15,974,940 

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
－ － － － － － － － 

計 5,244,649 1,739,758 1,892,329 4,958,995 2,049,190 15,884,923 90,016 15,974,940 

セグメント利益 1,670,689 882,768 1,009,143 1,850,075 416,981 5,829,659 90,016 5,919,675 

セグメント資産 － － － － － － － 11,729,610 

 （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 5,829,659

「その他」の区分の利益  90,016

のれんの償却額 △84,818

全社費用（注） △3,841,221

連結財務諸表の営業利益 1,993,635
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Ⅰ 前連結会計年度（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。 

  

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。  

  

     ３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10％以上を占め

るものがないため、記載を省略しております。  

  

Ⅱ 当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24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。 

  

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。  

  

     ３．主要な顧客ごとの情報 

 外部顧客への売上高のうち、特定の顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10％以上を占め

るものがないため、記載を省略しております。 

  

【関連情報】
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前連結会計年度（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23年４月１日  至  平成24年３月31日） 

 報告セグメントに配分された減損損失はありません。報告セグメントに配分されていない減損損失は

92,824千円であり、その内訳はソフトウェア仮勘定92,824千円であります。 

  

前連結会計年度（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新規子会社の取得により発生したのれんの償却額は63,613千円、のれんの未償却残

高は334,248千円であります。 

  

 なお、平成22年４月１日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額は6,149千

円、未償却残高は22,549千円であります。 

  

当連結会計年度（自  平成23年４月１日  至  平成24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84,818千円、のれんの未償却残高は249,430千円であります。 

  

 なお、平成22年４月１日前に行われた子会社の企業結合により発生した負ののれんの償却額は8,199千

円、未償却残高は14,349千円であります。 

  

前連結会計年度（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23年４月１日  至  平成24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】
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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22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 14,069.21 円

１株当たり当期純利益金額 1,906.47 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
1,878.39 円

  
前連結会計年度 

(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 
(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,448,615  1,057,627

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）  1,448,615  1,057,627

期中平均株式数（株）  552,603  554,756

      

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）  22,357  8,291

（うち旧商法280条ノ19第２項に基づく新

株引受権） 
 (2,123)  (275)

（うち新株予約権）  (20,234)  (8,016)

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）

当連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

 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．金額は販売価格によっております。 

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

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

いる売上高のみを受注残高として計上しております。 

４．保守等の継続契約については１年以内に売上が計上されることが確実な受注のみを受注残高として

おります。 

５．ＵＭＳ(サービス)につきましては、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。 

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

  

５．その他

セグメント別 
  

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

   至 平成24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 3,672,311 111.8 

システム保守           856,989 117.0 

ＵＭＳ(導入）           873,199 115.2 

ＵＭＳ(サービス）        3,108,919 104.8 

アウトソーシング        1,632,209 142.6 

その他        － － 

      合計         10,143,629 114.1 

セグメント別 

当連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 

  至 平成24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 6,091,962 109.1 3,318,446 126.5 

システム保守            1,632,622 95.7 1,512,953 93.4 

ＵＭＳ(導入）             2,050,273 132.3 416,812 161.0 

ＵＭＳ(サービス）         4,479,787 87.0 3,383,301 87.6 

アウトソーシング           2,647,035 199.7 2,123,971 128.4 

その他               105,492 70.6 67,250 79.5 

      合計       17,007,173 110.0 10,822,736 107.1 
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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23年４月１日 

至 平成24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   5,244,649 98.4 

システム保守        1,739,758 109.5 

ＵＭＳ(導入）         1,892,329 119.3 

ＵＭＳ(サービス）      4,958,995 101.3 

アウトソーシング       2,049,190 148.6 

その他          90,016 42.9 

      合計      15,974,940 106.6 
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