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1.  平成25年3月期の連結業績（平成24年4月1日～平成25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 ％

25年3月期 16,620 4.0 2,407 20.8 2,418 19.4 1,523 44.0
24年3月期 15,974 6.6 1,993 △22.2 2,025 △19.5 1,057 △27.0

（注）包括利益 25年3月期 1,684百万円 （62.9％） 24年3月期 1,034百万円 （△29.4％）

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 ％ ％ ％

25年3月期 2,732.58 2,695.97 17.9 18.9 14.5
24年3月期 1,906.47 1,878.39 14.3 17.4 12.5

（参考） 持分法投資損益 25年3月期  ―百万円 24年3月期  ―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

25年3月期 13,856 9,636 66.6 16,422.52
24年3月期 11,729 8,226 66.3 14,069.21

（参考） 自己資本   25年3月期  9,231百万円 24年3月期  7,777百万円

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

25年3月期 1,638 △535 △294 6,353
24年3月期 1,263 △212 △524 5,540

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 ％ ％

24年3月期 ― 0.00 ― 500.00 500.00 276 26.2 3.7
25年3月期 ― 0.00 ― 520.00 520.00 292 19.0 3.4
26年3月期(予想) ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 43.2

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26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) 7,300 △9.4 880 △23.8 880 △24.1 530 △18.9 942.83
通期 15,500 △6.7 2,200 △8.6 2,200 △9.0 1,300 △14.7 2,312.61



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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期 589,955 株 24年3月期 589,955 株
② 期末自己株式数 25年3月期 27,820 株 24年3月期 37,170 株
③ 期中平均株式数 25年3月期 557,437 株 24年3月期 554,756 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、営業利益、経常利益、当期純利益ともに前年同期を上回る業績となりました。  

  

② 売上高は、ＦＸ取引量の低迷によるインセンティブ収入の減少、ＦＸ顧客の一部で事業撤退に伴う解約があった

ものの、システムインテグレーションの大型案件が順調に推移したことにより、16,620,930千円(前年同期15,974,940

千円)となり前年同期を上回る結果(前年同期比4.0％増)となりました。 

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

ＵＭＳサービスのインセンティブの低迷並びに解約による減収があり、34.7％(前年同期37.1％）と前年同期を下回り

ました。 

 販売費及び一般管理費は、研究開発費732,696千円（前年同期1,471,807千円）が減少した影響などにより、

3,355,886千円（前年同期3,926,039千円）と減少し、売上高販管費率は20.2％（前年同期24.6％）と前年同期を下回

りました。研究開発費については、新世代インターネット取引システムへの投資が一段落したため、大きく減少して

おります。 

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

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

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

 その結果、営業利益は2,407,525千円（前年同期1,993,635千円、前年同期比20.8％増）、経常利益は2,418,357千円

（前年同期2,025,294千円、前年同期比19.4％増）、当期純利益は1,523,244千円(前年同期1,057,627千円、前年同期

比44.0％増)と前年同期を上回りました。 

  

③ 報告セグメント別では、システムインテグレーションの売上高は、大型案件が順調に推移したことなどにより、

7,892,873千円（前年同期5,244,649千円）と前年同期を大幅に上回る結果となりました。前期は一部低採算案件が発

生しましたが、その後は順調に開発が進んでおり、売上高総利益率は36.3％(前年同期31.9％）と改善しました。 

   システム保守の売上高は、1,491,929千円（前年同期1,739,758千円）となりました。売上高総利益率は42.3％（前

年同期50.7％）であり、一部の保守案件が低採算となったことから、前年同期を下回りました。 

 ＵＭＳ（導入）の売上高は、1,054,631千円（前年同期1,892,329千円）と前年同期を下回りました。売上高総利益

率は49.4％（前年同期53.3％）であり前年同期を下回りました。 

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

に伴う解約があったことから、4,096,377千円（前年同期4,958,995千円）と前年同期を下回る結果となりました。売

上高総利益率についても、利益率が高いインセンティブ収入の減少により32.2％（前年同期37.3％）と前年同期を下

回りました。 

  アウトソーシングの売上高は、2,034,217千円(前年同期2,049,190千円)と前年同期とほぼ同水準となりました。売

上高総利益率は18.4％(前年同期20.3％)であり前年同期を下回りました。 

  

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

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

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

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

１．【経営成績・財政状態に関する分析】

連結売上高 

連結営業利益 

連結経常利益 

連結当期純利益 

16,620,930

2,407,525

2,418,357

1,523,244

千円 

千円 

千円 

千円 

（前年同期比   ％増）

（前年同期比  ％増）

（前年同期比  ％増）

 （前年同期比  ％増）

4.0

20.8

19.4

44.0
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⑤ 当連結会計年度末における受注残高は、8,868,159千円（前年同期末10,816,979千円、前年同期末比18.0％減）と

なりました。引き続き、大型システムインテグレーション案件の獲得を目指すとともに、ディーリング収益連動型の

新インセンティブ方式を導入した新世代インターネット取引システム「Simplex FX」の早期拡販に全社一丸となって

取り組み、更なる業績拡大につながるよう案件の掘り起こしに注力します。 

  

（参考情報） 

① 売上高の報告セグメント別の概況 

＊１ ＵＭＳとは、Universal Market Serviceの略で、顧客の収益等にリンクした形の契約となっているサービス 

   全般を指します。 

＊２ 主としてハードウエア・ミドルウエアなどの物品販売によるものであります。 

  

② 売上高の分野別の概況 

  

  

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

当連結会計年度  
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）  

売上高 
（千円） 

構成比％ 利益率％ 
売上高 
（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 
5,244,649 32.8％ 31.9％ 7,892,873 ％47.5 ％ 36.3 2,648,223

システム保守 1,739,758 10.9％ 50.7％ 1,491,929 ％9.0 ％ 42.3 △247,828

ＵＭＳ(導入) ＊１ 1,892,329 11.9％ 53.3％ 1,054,631 ％6.4 ％ 49.4 △837,698

ＵＭＳ(サービス)＊１ 4,958,995 31.0％ 37.3％ 4,096,377 ％24.6 ％ 32.2 △862,617

アウトソーシング 2,049,190 12.8％ 20.3％ 2,034,217 ％12.2 ％ 18.4 △14,972

その他    ＊２ 90,016 0.6％ 100.0％ 50,901 ％0.3 ％ 100.0 △39,114

総合計 15,974,940 100.0％ 37.1％ 16,620,930 ％100.0 ％ 34.7 645,990

  

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

当連結会計年度  
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日）  

売上高（千円） 構成比％ 売上高（千円） 構成比％ 増減（千円） 

ディーリングシステム 5,123,081 ％32.1 5,799,612 ％ 34.9 676,531

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 3,392,898 ％21.2 5,467,620 ％ 32.9 2,074,722

インターネット取引システム 7,184,728 ％45.0 5,256,075 ％ 31.6 △1,928,653

その他 274,231 ％1.7 97,622 ％ 0.6 △176,609

計 15,974,940 ％100.0 16,620,930 ％ 100.0 645,990
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 ⅱ.今後の見通し 

 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、３カ年の新計画「ブリッジ2016」(平成26年３月期～平成28年３月期)を策定し、そ

の初年度である平成26年３月期の連結業績予想は以下の通りであります。   

     

  

 新計画「ブリッジ2016」については、13ページ記載の「３．経営方針（３）中長期的な会社の経営戦略および会社

の対処すべき課題」をご参照ください。 

 プレスリリース（「ブリッジ2016」(2014年３月期～2016年３月期)の策定について」）についても合わせてご参照

ください。プレスリリースは次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

    http://www.simplex-hd.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

    http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 

  

連結売上高   15,500,000千円 （前年同期比   ％減）6.7

連結営業利益  2,200,000千円 （前年同期比   ％減）8.6

連結経常利益 2,200,000千円 （前年同期比   ％減）9.0

連結当期純利益  1,300,000千円 （前年同期比 ％減）14.7

（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は、13,856,279千円（対前連結会計年度末比2,126,669千円増加）となりました。これ

は主に、売掛金が807,023千円、現金及び預金が793,513千円増加したことによるものです。 

 負債合計は、4,219,747千円（対前連結会計年度末比716,562千円増加）となりました。これは主に、未払法人税等

が481,691千円、未払金が146,173千円増加した一方で、短期借入金が138,989千円減少したことによるものです。 

 また、純資産合計は9,636,532千円（対前連結会計年度末比1,410,106千円増加）となり、自己資本比率は66.6％

（前連結会計年度末は66.3％）と改善しました。自己資本比率は高く、安定的な財務バランスを保っていると分析し

ています。  

  

 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813,553千円増加し、6,353,869千円となりました。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、1,638,723千円の資金取得（前連結会計年度1,263,167千円の資金取得）となりました。これは主

に、税金等調整前当期純利益2,525,090千円、減価償却費400,091千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807,023千円、法人税等の支払で607,977千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、535,920千円の資金使用（前連結会計年度212,076千円の資金使用）となりました。これは主に、

有形固定資産の取得による支出286,932千円、無形固定資産の取得による支出253,478千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。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、294,244千円の資金使用（前連結会計年度524,629千円の資金使用）となりました。これは主に、

長期借入金の借入により450,000千円資金を得た一方で、長期借入金の返済として563,074千円、配当金支払として

276,271千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24年３月期末 平成25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（％）  65.5    66.3  68.4    66.6

時価ベースの自己資本比率（％）    129.8  127.8    121.4  146.0

キャッシュ・フロー対有利子負債

比率（年） 
   △1.7  0.9    1.4  0.6

インタレスト・カバレッジ・レシ

オ（倍） 
   △64.3    78.5    79.3    107.2
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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。 

 当社グループは第８期より業績連動型の配当を開始し、会社の利益拡大に伴って増配を進め、株主の利益を拡大す

る方針をとってまいりました。そのうえで、第二次中期事業計画中は、連結当期純利益に対する配当性向を15％程度

と定めておりました。 

 平成25年４月よりスタートする３ヶ年の新計画「ブリッジ2016」(平成26年３月期～平成28年３月期)においては、

成長路線回帰に向けたビジネス基盤の整備に専念するため、成長期待に十分応えられないことを勘案し、当計画中に

限り、より積極的な株主還元を実施し、配当性向を40%程度といたします。 

 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25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520円の配当金といたします。 

 なお、平成26年３月期の配当金につきましては、業績予想の連結当期純利益に対する配当性向40%程度を念頭にお

いて、１株当たり480円増配して、１株当たり1,000円の配当金（中間配当は０円）を予定しております。 

（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。  
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（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25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

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。
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 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。 

  

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。 
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 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、早い段階より情報収集を進めております

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。 

 当社グループは第８期より業績連動型の配当を開始し、会社の利益拡大に伴って増配を進め、株主の利益を拡大す

る方針をとってまいりました。そのうえで、第二次中期事業計画中は、連結当期純利益に対する配当性向を15％程度

と定めておりました。 

平成25年４月よりスタートするブリッジ2016(平成25年３月期～平成27年３月期)においては、成長路線回帰に向け

たビジネス基盤の整備に専念するため、成長期待に十分応えられないことを勘案し、当計画中に限り、より積極的な

株主還元を実施し、配当性向40%程度とすることといたします。 

 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。 

  

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

（株）シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成25年3月期　決算短信

-　9　-



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。 

さらに新インターネット取引システム「Simplex FX」は、顧客の取引高および顧客の収益力に対してインセンティ

ブ収益を課金する契約形態となっており、顧客の取引高および収益力が弊社の収益にダイレクトに反映される市況連

動性が高い収益モデルとなっております。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。このためＦＸ業界における様々

な状況の変化が当社グループの業績に与える影響が大きくなっております。 

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月に公表した第二次中期事業計画に沿って、新規事業であるＵＭＳ事業にシフトして参りました。 

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。 

   

（株）シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成25年3月期　決算短信

-　10　-



 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。 

役員の兼任あり 

（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。 

役員の兼任あり 

  

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。 

役員の兼任あり  

  

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  

 

(50万香港

ドル）

5,272 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

強化を行っている。  

 役員の兼任あり  
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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。 

 役員の兼任あり 

 （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および会社の対処すべき課題 

当社グループは、2014年３月期からの３カ年計画「ブリッジ2016」を策定いたしました。 

  

１．「第二次中期事業計画」（2008年３月期～2013年３月期）の総括 

 当社グループが2008年３月期から実行し、本年３月に終了した「第二次中期事業計画」では、システムインテグレ

ーション事業に加えて、従来の売切型収益とは異なるストック型収益を特長とするUMS事業を新たに立ち上げ、個人投

資家向けFX取引ソリューションの提供を中心に事業基盤の強化を図ってまいりました。 

 これによって、UMS事業による新たな安定収益の拡大という一定の成果を得ることができた一方で、想定以上に厳し

い事業環境が続いたことなどから、2011年３月期以降３期連続となる業績下方修正を行う結果となり、誠に遺憾なが

ら 終的な業績目標を達成することができませんでした。 

  

２．「ブリッジ2016」（2014年３月期～2016年３月期の３カ年）について 

 「第二次中期事業計画」に続く新たな計画を策定するにあたり、当初は2014年３月期からの新計画を「第三次中期

事業計画」と位置づけ、①既存ビジネス拡大、②グローバル展開、および、③より高い収益を狙える新規事業の創出

の３つの基本戦略を軸に検討を進めました。 

 しかしながら、以下のような課題認識を踏まえると前述の３つの基本戦略を通じ安定的な業績を上げられるように

なるために、まずはビジネス基盤の整備が必要であると判断するに至りました。 

  

① 既存ビジネス拡大に向けた課題 

 安定的に複数のシステムインテグレーション大型案件（10億円/件 規模）を獲得できる体制を目指し、過去数年に

渡りプリセールス体制増強等の施策を実行してまいりました。その結果、2013年３月期は３件の大型案件から計27億

円の売上を計上することができましたが、2014年３月期においては、現時点で約20億円程度の見込みに留まってお

り、通期業績に対する大きな変動要因となっております。 

  

② グローバル展開に向けた課題 

 ボルカールール等の国際的な金融規制動向が依然として不透明な中、これまで主要なリスクの担い手であった高レ

バレッジ型投資銀行モデルの崩壊が懸念されるなど、今後、グローバル市場の特性が大きく変化する可能性がありま

す。これに伴い、当社システムの販売先となり得る顧客セグメント（投資銀行、ヘッジファンド等）や、システム提

供形態（パッケージ提供、ASP等）など、当社が今後とるべきグローバル戦略・ターゲットを現時点において明確に定

めるには、極めて困難な状況となっております。 

３．【経営方針】

① 売上高営業利益率 ：目標 ％ 30 （平成25年３月期    ％） 14.5

② 自己資本当期純利益率（ＲＯＥ） ：目標 ％ 25 （平成25年３月期      ％） 17.9
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③ 新規事業の創出に向けた課題 

 FX取引システム分野の周辺領域を中心に、これまで培ったシステム/ビジネス両面でのノウハウを武器にした新たな

事業の創出を検討してまいりましたが、より精度の高い新規事業の立ち上げに向けて、FX取引システム分野における

更なるシェア獲得が必要であろうと認識するに至りました。 

  

 当社グループでは、これらの課題解決に取り組み、新たな成長路線に向かうための準備を整えるためには、これか

らおよそ3年程度の期間が必要であろうと判断し、その３年間を既存の体制/仕組みを強化するためのビジネス基盤の

整備期間と位置づけ、新計画「ブリッジ2016」を策定することといたしました。 

「ブリッジ2016」で定めた基本戦略の着実な実行を通して、2017年３月期以降に開始する予定の「第三次中期事業計

画」においてグローバル企業への飛躍と、本格的な成長路線回帰を目指してまいります。 

  

３．「ブリッジ2016」の基本方針と基本戦略 

 新計画「ブリッジ2016」では、売上や利益の拡大よりも成長路線回帰に向けたビジネス基盤の整備に注力すること

を基本方針とします。この方針に従い、以下の基本戦略によって体制強化を図り、新成長ドライバーの模索を行なっ

ていきます。 

  

① ハイプロファイル人材の戦略配置による“コンサルティングセールス体制”への変革 

 大型IT投資が見込まれる重要顧客を設定し、IT／金融／金融機関の戦略を理解しているハイプロファイルな人材

を、場合によっては顧客先に常駐させるなどの形態も含め、戦略的に配置することによって、将来的に大手金融機関

から複数の大型案件（毎期合計30億円～40億円）を毎期安定的に受注できるコンサルティングセールス体制の構築を

加速させます。 

 これによって、新たな人材確保のための費用の発生や、当社グループ内においてトップレベルの開発マネジメント/

コンサルティング能力を有する人材を、当面の間、短期的な売上に貢献しない可能性のある戦略的業務にシフトさせ

ることが想定されます。特に大手金融機関の大型案件に関しては、案件の企画・検討段階から、実際に案件受注に至

るまでに2～3年程度を要することが多く、当施策の成果が業績としてあらわれるのも、やはり2～3年後となると想定

しております。 

  

② シンプレクス・ライブラリの拡充と海外展開の模索 

 ４月より専門グループを新たに組成し、当社グループが著作権を保有するシステムコンポーネント群であるシンプ

レクス・ライブラリの拡充に加え、（1）投資銀行向けSI事業、並びに（2）ヘッジファンド向けUMS事業の２つの検討

領域で海外展開を模索します。 

 成熟化に向かう国内市場を受けて、ボルカールール等の国際的な金融規制を注視しつつ、将来的な海外展開を実現

するための体制構築に着手します。 

  

③ 国内FX取引高に占める当社システムシェアの拡大 

 FX会社のディーリング収益向上に寄与するFX取引システムSimplex FXの拡販を強化し、国内FX取引高に占める当社

システムでの取引シェア50％を目指します。 

 将来的には、高い取引シェアをベースとした高収益な新規ビジネスの立ち上げを目指します。 

  

 「ブリッジ2016」基本方針に記しました通り、当計画期間においては、売上・利益の拡大よりも成長路線回帰に向

けたビジネス基盤の整備に注力するため、従来の中期事業計画において示したような、コミットメントとしての数値

目標は提示しない方針としておりますが、あくまで参考値としては、 終年度の2016年３月期で売上高17,000百万

円、営業利益2,700百万円程度を想定しております(2013年３月期実績値：売上高16,620百万円、営業利益2,407百万

円）。なお、これは既存ビジネスのみによるものであり、新規ビジネス等の上乗せ分は一切考慮しておりません。 

  

 プレスリリース（「ブリッジ2016」(2014年３月期～2016年３月)の策定について」）を合わせてご参照ください。

プレスリリースは次のＵＲＬからご覧いただくことができます。 

 （当社ホームページ） 

    http://www.simplex-hd.co.jp 

 （東京証券取引所ホームページ（上場会社情報検索ページ）） 

    http://www.tse.or.jp/listing/compsearch/index.html 
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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24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,560,355 6,353,869

売掛金 2,015,584 2,822,607

未収入金 868,259 1,234,118

たな卸資産 ※1  157,025 ※1  236,022

未収還付法人税等 73,957 0

繰延税金資産 129,100 196,886

前払費用 304,433 270,647

その他 41,286 29,453

貸倒引当金 － △108,511

流動資産合計 9,150,002 11,035,093

固定資産   

有形固定資産   

建物 322,179 317,868

工具、器具及び備品 2,046,235 1,955,102

車両運搬具 5,697 10,071

土地 2,157 2,157

リース資産 － 64,165

建設仮勘定 1,832 113,616

減価償却累計額 △1,723,693 △1,749,903

有形固定資産合計 654,408 713,078

無形固定資産   

電話加入権 4,184 4,184

ソフトウエア 241,779 574,903

ソフトウエア仮勘定 224,873 21,917

のれん 249,430 167,996

その他 2,035 2,014

無形固定資産合計 722,303 771,016

投資その他の資産   

投資有価証券 354,155 508,375

長期前払費用 24,076 24,250

敷金及び保証金 612,042 603,744

保険積立金 20,409 21,000

繰延税金資産 107,885 95,381

その他 84,326 84,338

投資その他の資産合計 1,202,895 1,337,090

固定資産合計 2,579,608 2,821,186

資産合計 11,729,610 13,856,279
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 426,627 538,295

短期借入金 ※2  748,074 ※2  609,085

未払金 1,192,990 1,339,164

未払費用 172,117 184,531

リース債務 － 12,424

未払法人税等 278,473 760,164

前受金 101,843 39,439

賞与引当金 81,711 95,760

障害損失引当金 31,673 49,954

その他 112,334 183,192

流動負債合計 3,145,847 3,812,012

固定負債   

長期借入金 342,988 358,903

負ののれん 14,349 6,149

リース債務 － 42,682

固定負債合計 357,337 407,735

負債合計 3,503,184 4,219,747

純資産の部   

株主資本   

資本金 368,480 368,480

資本剰余金 316,900 316,900

利益剰余金 8,505,179 9,499,592

自己株式 △1,450,115 △1,085,344

株主資本合計 7,740,445 9,099,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 42,767 133,012

為替換算調整勘定 △5,964 △971

その他の包括利益累計額合計 36,802 132,041

新株予約権 134,948 25,018

少数株主持分 314,229 379,842

純資産合計 8,226,425 9,636,532

負債純資産合計 11,729,610 13,856,279
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 15,974,940 16,620,930

売上原価 10,055,264 10,857,518

売上総利益 5,919,675 5,763,412

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  3,926,039 ※1, ※2  3,355,886

営業利益 1,993,635 2,407,525

営業外収益   

受取利息及び配当金 9,793 5,617

為替差益 3,139 6,747

負ののれん償却額 8,199 8,199

還付加算金 7,137 2,284

違約金収入 10,000 －

雑収入 13,154 5,621

営業外収益合計 51,424 28,469

営業外費用   

支払利息 16,468 15,325

雑損失 3,296 2,312

営業外費用合計 19,765 17,637

経常利益 2,025,294 2,418,357

特別利益   

固定資産売却益 ※3  3,809 ※3  2

投資有価証券売却益 20,700 －

新株予約権戻入益 1,640 154,714

特別利益合計 26,149 154,716

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  161,298 ※4  29,703

投資有価証券売却損 1,932 －

減損損失 ※5  92,824 －

障害損失引当金繰入額 31,673 18,280

特別損失合計 287,728 47,984

税金等調整前当期純利益 1,763,715 2,525,090

法人税、住民税及び事業税 649,620 1,041,546

法人税等調整額 141,278 △105,313

法人税等合計 790,898 936,232

少数株主損益調整前当期純利益 972,817 1,588,857

少数株主利益又は少数株主損失（△） △84,810 65,612

当期純利益 1,057,627 1,523,244
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 972,817 1,588,857

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 61,495 90,245

為替換算調整勘定 △264 4,993

その他の包括利益合計 ※  61,231 ※  95,239

包括利益 1,034,048 1,684,096

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 1,118,858 1,618,483

少数株主に係る包括利益 △84,810 65,612
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 7,811,228 8,505,179

当期変動額   

自己株式の処分 △97,753 △252,438

剰余金の配当 △265,922 △276,392

当期純利益 1,057,627 1,523,244

当期変動額合計 693,950 994,413

当期末残高 8,505,179 9,499,592

自己株式   

当期首残高 △1,463,933 △1,450,115

当期変動額   

自己株式の処分 115,059 364,771

自己株式の取得 △101,241 －

当期変動額合計 13,817 364,771

当期末残高 △1,450,115 △1,085,344

株主資本合計   

当期首残高 7,032,676 7,740,445

当期変動額   

自己株式の処分 17,305 112,333

剰余金の配当 △265,922 △276,392

当期純利益 1,057,627 1,523,244

自己株式の取得 △101,241 －

当期変動額合計 707,768 1,359,184

当期末残高 7,740,445 9,099,630
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（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 △18,728 42,767

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,495 90,245

当期変動額合計 61,495 90,245

当期末残高 42,767 133,012

為替換算調整勘定   

当期首残高 △5,700 △5,964

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △264 4,993

当期変動額合計 △264 4,993

当期末残高 △5,964 △971

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △24,428 36,802

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 61,231 95,239

当期変動額合計 61,231 95,239

当期末残高 36,802 132,041

新株予約権   

当期首残高 91,762 134,948

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 43,185 △109,930

当期変動額合計 43,185 △109,930

当期末残高 134,948 25,018

少数株主持分   

当期首残高 399,039 314,229

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △84,810 65,612

当期変動額合計 △84,810 65,612

当期末残高 314,229 379,842

純資産合計   

当期首残高 7,499,050 8,226,425

当期変動額   

自己株式の処分 17,305 112,333

剰余金の配当 △265,922 △276,392

当期純利益 1,057,627 1,523,244

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） 19,606 50,921

当期変動額合計 727,374 1,410,106

当期末残高 8,226,425 9,636,532
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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23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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 1,763,715 2,525,090

減価償却費 471,447 400,091

のれん償却額 84,818 81,433

為替差損益（△は益） 3 △40

障害損失引当金の増減額（△は減少） 31,673 18,280

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,652 14,049

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,575 108,511

株式報酬費用 44,825 44,784

有形固定資産除売却損益（△は益） 21,163 24,059

無形固定資産除売却損益（△は益） 136,324 5,642

投資有価証券売却損益（△は益） △18,767 －

新株予約権戻入益 △1,640 △154,714

減損損失 92,824 －

受取利息及び受取配当金 △9,793 △5,617

支払利息 16,468 15,325

売上債権の増減額（△は増加） △450,333 △807,023

未収入金の増減額（△は増加） 118,723 △365,859

たな卸資産の増減額（△は増加） △91,630 △78,997

仕入債務の増減額（△は減少） △107,396 111,667

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 100,346 153,265

前受金の増減額（△は減少） 26,525 △62,404

その他 △103,963 108,362

小計 2,133,413 2,135,907

利息及び配当金の受取額 9,856 5,617

利息の支払額 △16,096 △15,288

法人税等の還付額 274,724 120,464

法人税等の支払額 △1,138,730 △607,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,263,167 1,638,723

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 △278,592 △286,932

有形固定資産の売却による収入 4,000 －

無形固定資産の取得による支出 △524,506 △253,478

投資有価証券の取得による支出 △187,830 △14,000

投資有価証券の売却による収入 603,151 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,181 △1,036

敷金及び保証金の回収による収入 175,517 390

その他 △1,635 19,136

投資活動によるキャッシュ・フロー △212,076 △535,920

（株）シンプレクス・ホールディングス（4340）　平成25年3月期　決算短信

-　21　-



（単位：千円）

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

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成25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） 200,000 △10,000

長期借入れによる収入 200,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △575,240 △563,074

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 17,305 112,333

配当金の支払額 △265,453 △276,271

その他 － △7,231

財務活動によるキャッシュ・フロー △524,629 △294,244

現金及び現金同等物に係る換算差額 △264 4,995

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 526,196 813,553

現金及び現金同等物の期首残高 5,014,119 5,540,315

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  5,540,315 ※1  6,353,869
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 該当事項はありません。 

  

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）重要な資産の評価基準及び評価方法 

  ① 有価証券 

   その他有価証券 

    時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部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 

 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（リース資産を除く） 

    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 

    工具、器具及び備品    ３～15年 

  

  ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

    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（３～５年）に基づく定額法を採

用しております。 

  

  ③ リース資産 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  

 (３）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。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

（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）
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  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。 

  

 (４）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。 

  

 （５）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。 

  

 (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。 

  

 (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 

  

   （減価償却方法の変更） 

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

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

    なお、これによる当連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響は軽微であり

ます。 

  

（会計方針の変更）
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※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  

※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。この契約に基づく連結会計

年度末の借入未実行残高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。 

  

※２ 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費の総額 

  

※３ 固定資産売却益の内容は次のとおりであります。 

  

※４ 固定資産除売却損の内容は次のとおりであります。 

  

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

仕掛品 千円 157,025 千円 236,022

  
前連結会計年度 

（平成24年３月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年３月31日） 

当座貸越極度額 千円 3,500,000 千円 4,500,000

借入実行残高 千円 △210,000 千円 △200,000

差引額 千円 3,290,000 千円 4,300,000

（連結損益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

役員報酬 千円 265,512 千円 347,678

外注費 千円 343,395 千円 366,239

給与賞与 千円 663,525 千円 665,042

研究開発費 千円 1,471,807 千円 732,696

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

研究開発費 千円 1,471,807 千円 732,696

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

車両運搬具 千円 3,809 千円 －

工具、器具及び備品 

  

千円 － 千円 2

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

工具、器具及び備品  千円 24,973 千円 23,440

建物 －千円 千円 621

ソフトウエア 千円 136,324 千円 5,642

計 千円 161,298 千円 29,703
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 ※５ 減損損失 

 前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エアにおいて、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、当該ソフトウエ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。 

  

 ※その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

  

場所 用途 種類 

東京都港区 ＡＳＰサービス用資産 ソフトウエア仮勘定 

（連結包括利益計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

その他有価証券評価差額金： 

当期発生額 千円 116,800 千円 140,220

組替調整額 千円 △18,767 千円 －

税効果調整前 千円 98,032 千円 140,220

税効果額 千円 △36,536 千円 △49,974

その他有価証券評価差額金 千円 61,495 千円 90,245

為替換算調整勘定：     

当期発生額 千円 △264 千円 4,993

その他の包括利益合計 千円 61,231 千円 95,239
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前連結会計年度（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自己株式の取得であ

ります。      

    ２.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．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）

  
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、２  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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当連結会計年度（自 平成24年４月１日 至 平成25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）普通株式の自己株式の株式数の減少9,350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 

  

  

※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 

  

  

  
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）  37,170  －  9,350  27,820

合計  37,170  －  9,350  27,820

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 
－  －  －  －  －  25,018

合計 －  －  －  －  －  25,018

  
（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24年６月17日 

定時株主総会 
普通株式  276,392  500.0 平成24年３月31日 平成24年６月19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25年６月16日 

定時株主総会 
普通株式  292,310 利益剰余金   520.0 平成25年３月31日 平成25年６月18日

（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23年４月１日 
至  平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自  平成24年４月１日 
至  平成25年３月31日） 

現金及び預金勘定 5,560,355千円 6,353,869千円 

預入期間が３か月を超える定期預金 △20,040千円  －千円  

現金及び現金同等物 5,540,315千円  6,353,869千円  
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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、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 

前連結会計年度 （自平成23年４月１日 至平成24年３月31日） 

 (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。  

  

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

  （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 
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当連結会計年度 （自平成24年４月１日 至平成25年３月31日） 

 (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（差異調整に関する事項） 

（単位：千円）

（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  7,892,873  1,491,929  1,054,631  4,096,377  2,034,217  16,570,029  50,901  16,620,930

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －  －

計  7,892,873  1,491,929  1,054,631  4,096,377  2,034,217  16,570,029  50,901  16,620,930

セグメント利益  2,867,226  631,740  521,378  1,318,432  373,734  5,712,511  50,901  5,763,412

セグメント資産  －  －  －  －  －  －  －  13,856,279

利益 前連結会計年度 当連結会計年度 

報告セグメント計  5,829,659  5,712,511

「その他」の区分の利益  90,016  50,901

のれんの償却額  △84,818  △81,433

全社費用（注）  △3,841,221  △3,274,452

連結財務諸表の営業利益  1,993,635  2,407,525
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前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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。 

  

前連結会計年度（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エア仮勘定92,824千円であります。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

前連結会計年度（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。 

【関連情報】

【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】
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当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25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81,433千円、のれんの未償却残高は167,996千円であります。 

  

 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6,149千円であります。 

  

前連結会計年度（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。 

  

当連結会計年度（自  平成24年４月１日  至  平成25年３月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 （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。 

  

  

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日） 

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

１株当たり純資産額 16,422.52 円

１株当たり当期純利益金額 2,732.58 円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 
2,695.97 円

  
前連結会計年度 

(自 平成23年４月１日 
至 平成24年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年４月１日 
至 平成25年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額     

当期純利益（千円）  1,057,627  1,523,244

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）  1,057,627  1,523,244

期中平均株式数（株）  554,756  557,437

      

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）  8,291  7,570

（うち旧商法280条ノ19第２項に基づく新

株引受権） 
 (275) － 

（うち新株予約権）  (8,016)  (7,570)

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24年４月１日 
至 平成25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．その他については、手数料部分のみを計上するネッティング処理を実施しております。    

５．その他

セグメント別 
  

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

   至 平成25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  5,046,244  137.4

システム保守  860,189  100.4

ＵＭＳ(導入)  570,062  65.3

ＵＭＳ(サービス）  2,777,945  89.4

アウトソーシング  1,660,483  101.7

その他  －  －

合計  10,914,925  107.6

セグメント別 

当連結会計年度 

（自 平成24年４月１日 

  至 平成25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  6,772,340  111.2  2,113,648  63.7

システム保守  1,398,084  85.6  1,419,107  93.8

ＵＭＳ(導入）  822,313  40.1  184,494  44.3

ＵＭＳ(サービス）  3,886,156  86.7  3,173,080  93.8

アウトソーシング  1,974,555  74.6  1,931,105  90.9

その他  66,526  66.7  46,723  76.0

合計  14,919,975  87.8  8,868,159  82.0
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