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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第16期

第１四半期連結
累計期間

第17期
第１四半期連結
累計期間

第16期

会計期間
自平成24年４月１日
至平成24年６月30日

自平成25年４月１日
至平成25年６月30日

自平成24年４月１日
至平成25年３月31日

売上高（千円） 3,784,101 3,571,420 16,620,930

経常利益（千円） 460,166 311,300 2,418,357

四半期（当期）純利益（千円） 244,426 185,087 1,523,244

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
223,515 206,357 1,684,096

純資産額（千円） 8,213,267 9,602,159 9,636,532

総資産額（千円） 11,527,533 12,594,988 13,856,279

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
441.91 329.08 2,732.58

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
436.85 310.14 2,695.97

自己資本比率（％） 67.1 73.0 66.6

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については

記載しておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

  当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。　

  

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況

ⅰ.当期の経営成績　

当第１四半期連結累計期間の業績は、

連結売上高 3,571,420千円 （前年同四半期比   5.6 ％減）

連結営業利益 320,984千円 （前年同四半期比   29.6 ％減）

連結経常利益 311,300千円 （前年同四半期比   32.4 ％減）

連結四半期純利益 185,087千円 （前年同四半期比   24.3 ％減）

となりました。

　

　当第１四半期連結累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　売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益ともに前年同四半期を下回る業績となりました。

　

②  売上高は、ＦＸの取引高拡大によりインセンティブ収入が増えたものの、前期には金融機関の統合に伴う再構築案

件があったことなどにより、3,571,420千円（前年同四半期3,784,101千円）と前年同四半期を下回る結果（前年同四

半期比5.6％減）になりました。

　売上高総利益率は、システムインテグレーションの減収などにより、32.3％(前年同四半期36.4％）と前年同四半期を

下回りました。

　販売費及び一般管理費は、研究開発費が102,223千円（前年同四半期246,523千円）と減少した影響などにより、

832,942千円（前年同四半期921,144千円）と減少し、売上高販管費率は23.3％（前年同四半期24.3％）と前年同四半

期を下回りました。

　この結果、営業利益は320,984千円（前年同四半期456,218千円、前年同四半期比29.6％減）、経常利益は311,300千円

（前年同四半期460,166千円、前年同四半期比32.4％減）、四半期純利益は185,087千円(前年同四半期244,426千円、前

年同四半期比24.3％減)といずれも前年同四半期を下回りました。

　

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、前期には金融機関の統合に伴う再構築案件が

あったことなどにより、1,468,621千円（前年同四半期1,659,049千円）と前年同四半期を下回りました。売上高総利益

率についても、減収や一部の低採算案件により、27.2％(前年同四半期38.8％）と前年同四半期を下回りました。

　保守の売上高は、376,458千円（前年同四半期411,207千円）、売上高総利益率は41.6％（前年同四半期50.0％）であ

り前年同四半期を下回りました。

　ＵＭＳ（導入）の売上高は、125,868千円（前年同四半期140,304千円）と前年同四半期を下回りました。売上高総利

益率は41.2％（前年同四半期41.6％）であり前年同四半期を下回りました。

　ＵＭＳ（サービス）の売上高は、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、1,113,680千円（前年同

四半期1,041,927千円）と前年同四半期を上回る結果となりました。売上高総利益率についても、増収により40.6％

（前年同四半期33.9％）と前年同四半期を上回りました。

　アウトソーシングの売上高は、476,691千円(前年同四半期514,436千円)と前年同四半期を下回りました。売上高総利

益率は17.6％（前年同四半期19.2％）であり前年同四半期を下回りました。

　

④　分野別の売上高では、ディーリング分野及びインターネット取引分野は、前年同四半期と同水準で推移しました。Ｃ

ＲＭ／ＳＦＡシステム分野は、前期には金融機関の統合に伴う再構築案件があったため、大きく減少しました。
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⑤　当第１四半期連結会計期間末における受注残高は、8,932,513千円（前年同四半期末11,449,767千円、前年同四半期

末比22.0％減）となりました。　

　

 ⅱ.セグメント別の業績

セグメント別の売上高及び売上高総利益率の推移を示すと以下のとおりになります。

①　売上高の報告セグメント別の概況 

 

前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間 増減

（千円）
 

売上高
（千円）

利益率
(％)

売上高
（千円）

利益率
(％)

システムインテグレーション 1,659,04938.8％ 1,468,62127.2％ △190,428

システム保守 411,20750.0％ 376,45841.6％ △34,749

ＵＭＳ(導入)　＊１ 140,30441.6％ 125,86841.2％ △14,436

ＵＭＳ(サービス)　＊１ 1,041,92733.9％ 1,113,68040.6％ 71,753

アウトソーシング　 514,43619.2％ 476,69117.6％ △37,745

その他　　　　＊２ 17,176100.0％ 10,100100.0％ △7,075

合計 3,784,10136.4％ 3,571,42032.3％ △212,681

＊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 

 
前第１四半期
連結累計期間

当第１四半期
連結累計期間

増減

 (千円) (千円) （千円）

ディーリングシステム 981,199 1,050,678 69,479

ＣＲＭ／ＳＦＡシステム 1,536,144 1,284,980 △251,164

インターネット取引システム 1,245,830 1,220,867 △24,963

その他 20,926 14,894 △6,031

合計 3,784,101 3,571,420 △212,681

   

(２) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

　

(３) 研究開発活動

　当第１四半期連結累計期間におけるグループ全体の研究開発活動の金額は、102,223千円であります。

　なお、当第１四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 2,200,000

計 2,200,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成25年６月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年８月14日）

上場金融商品取引所名又
は登録認可金融商品取引
業協会名

内容

普通株式 589,955 589,955東京証券取引所市場第一部

当社は単元株制度

は採用しておりま

せん。

計 589,955 589,955 － －

　（注）「提出日現在発行数」欄には、平成25年８月１日からこの四半期報告書提出日までの新株引受権及び新株予約権

の行使により発行された株式数は、含まれておりません。

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。　　

　

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。　　

　

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数(株)

発行済株式総
数残高(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金増
減額(千円)

資本準備金残
高(千円)

　平成25年４月１日～

平成25年６月30日
－ 589,955 － 368,480 － 316,900

　

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　　

①【発行済株式】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　平成25年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　 24,867 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　565,088 565,088

権利内容に何ら限定の

ない当社における標準

となる株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 589,955 － －

総株主の議決権 － 565,088 －

 

②【自己株式等】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 平成25年６月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

㈱シンプレクス・ホール

ディングス

東京都中央区日本橋

１-４-１
24,867 － 24,867 4.22

計 － 24,867 － 24,867 4.22

２【役員の状況】

該当事項はありません。　
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成25年４月１日から平成

25年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成25年４月１日から平成25年６月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽ＡＳＧ有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
（１）【四半期連結貸借対照表】

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,353,869 5,309,652

売掛金 2,822,607 1,753,892

未収入金 1,234,118 1,443,022

仕掛品 236,022 712,229

未収還付法人税等 0 39,656

繰延税金資産 196,886 196,710

前払費用 270,647 293,378

その他 29,453 28,382

貸倒引当金 △108,511 △108,473

流動資産合計 11,035,093 9,668,451

固定資産

有形固定資産 713,078 758,126

無形固定資産

のれん 167,996 149,329

その他 603,020 585,893

無形固定資産合計 771,016 735,223

投資その他の資産

投資有価証券 508,375 606,458

長期前払費用 24,250 40,437

敷金及び保証金 603,744 601,523

保険積立金 21,000 21,075

繰延税金資産 95,381 79,354

その他 84,338 84,338

投資その他の資産合計 1,337,090 1,433,186

固定資産合計 2,821,186 2,926,536

資産合計 13,856,279 12,594,988

負債の部

流動負債

買掛金 538,295 571,918

短期借入金 ※1
 609,085

※1
 523,299

未払金 1,339,164 592,861

未払費用 184,531 112,395

リース債務 12,424 12,431

未払法人税等 760,164 172,861

前受金 39,439 93,053

賞与引当金 95,760 191,089

役員賞与引当金 10,000 22,949

開発損失引当金 － 8,048

障害損失引当金 49,954 49,954

その他 173,192 288,556

流動負債合計 3,812,012 2,639,418

固定負債

長期借入金 358,903 309,738

負ののれん 6,149 4,099
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成25年６月30日)

リース債務 42,682 39,571

固定負債合計 407,735 353,409

負債合計 4,219,747 2,992,828

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 9,499,592 9,317,321

自己株式 △1,085,344 △970,138

株主資本合計 9,099,630 9,032,564

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 133,012 163,832

為替換算調整勘定 △971 849

その他の包括利益累計額合計 132,041 164,681

新株予約権 25,018 36,441

少数株主持分 379,842 368,472

純資産合計 9,636,532 9,602,159

負債純資産合計 13,856,279 12,594,988
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（２）【四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書】
【四半期連結損益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

売上高 3,784,101 3,571,420

売上原価 2,406,737 2,417,492

売上総利益 1,377,363 1,153,927

販売費及び一般管理費 921,144 832,942

営業利益 456,218 320,984

営業外収益

受取利息及び配当金 4,619 1,902

為替差益 136 －

負ののれん償却額 2,049 2,049

雑収入 1,758 1,349

営業外収益合計 8,564 5,301

営業外費用

支払利息 4,101 3,344

為替差損 － 2,912

雑損失 515 8,730

営業外費用合計 4,616 14,986

経常利益 460,166 311,300

特別利益

新株予約権戻入益 537 －

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 540 －

特別損失

固定資産除売却損 567 －

障害損失引当金繰入額 18,280 －

特別損失合計 18,848 －

税金等調整前四半期純利益 441,858 311,300

法人税、住民税及び事業税 188,521 138,861

法人税等調整額 △5,006 △1,278

法人税等合計 183,514 137,583

少数株主損益調整前四半期純利益 258,344 173,717

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,918 △11,370

四半期純利益 244,426 185,087
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【四半期連結包括利益計算書】
【第１四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間
(自　平成24年４月１日
　至　平成24年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成25年４月１日
　至　平成25年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 258,344 173,717

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △33,711 30,819

為替換算調整勘定 △1,117 1,820

その他の包括利益合計 △34,829 32,639

四半期包括利益 223,515 206,357

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 209,597 217,725

少数株主に係る四半期包括利益 13,918 △11,368
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【注記事項】

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

　　　（税金費用の計算）

　　　　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　

（四半期連結貸借対照表関係）

※１.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

く借入未実行残高は次のとおりであります。 

 
前連結会計年度

（平成25年３月31日）
当第１四半期連結会計期間
（平成25年６月30日）

当座貸越極度額 4,500,000千円 4,500,000千円

借入実行残高 △200,000千円 △200,000千円

差引額 4,300,000千円 4,300,000千円

　

 

（四半期連結損益計算書関係）

記載すべき事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

　　　当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。）及びのれんの償却額は、次のとお

りであります。 

　
　前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日　
　　至　平成24年６月30日）　

　当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日　
　　至　平成25年６月30日）　

　減価償却費 86,654 千円 101,769 千円

　のれんの償却額 21,204 千円 18,666 千円

　負ののれんの償却額 △2,049 千円 △2,049 千円

　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日） 

配当金支払額

 
（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 配当の原資

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日利益剰余金

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成25年４月１日　至　平成25年６月30日） 

配当金支払額

 
（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 配当の原資

平成25年６月16日

定時株主総会
普通株式 292,310 520.0平成25年３月31日平成25年６月18日利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成24年４月１日　至　平成24年６月30日）

　１．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

　 （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)　
合計

売上高         

外部顧客への売上高 1,659,049411,207140,3041,041,927514,4363,766,92517,1763,784,101

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 1,659,049411,207140,3041,041,927514,4363,766,92517,1763,784,101

セグメント利益 643,588205,71858,412353,51098,9561,360,18717,1761,377,363

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

　

　２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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）

利益 金額

報告セグメント計 1,360,187

「その他」の区分の利益 17,176

のれんの償却額 △21,204

全社費用（注） △899,939

四半期連結損益計算書の営業利益 456,218

（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。

　３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

　該当事項はありません。
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Ⅱ　当第１四半期連結累計期間　（自平成25年４月１日　至平成25年６月30日）

１．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

　 （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)
合計

売上高         

外部顧客への売上高 1,468,621376,458125,8681,113,680476,6913,561,31910,1003,571,420

セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － － － － －

計 1,468,621376,458125,8681,113,680476,6913,561,31910,1003,571,420

セグメント利益 399,783156,43451,919451,87083,8191,143,82710,1001,153,927

 （注）「その他」の区分は、主としてハードウエア・ミドルウエアなどの物品販売であります。
　

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書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）

利益 金額

報告セグメント計 1,143,827

「その他」の区分の利益 10,100

のれんの償却額 △18,666

全社費用（注） △814,276

四半期連結損益計算書の営業利益 320,984

 （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。

　

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎

は、以下のとおりであります。

　
前第１四半期連結累計期間
（自　平成24年４月１日
至　平成24年６月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自　平成25年４月１日
至　平成25年６月30日）

(1）１株当たり四半期純利益金額 441円91銭 329円8銭

（算定上の基礎）   

四半期純利益金額（千円） 244,426 185,087

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 244,426 185,087

普通株式の期中平均株式数（株） 553,117 562,441

(2）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 436円85銭 310円14銭

（算定上の基礎） 　 　

四半期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 6,402 34,336

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要

－　 －　

　

（重要な後発事象）

　　（当社株式に対する公開買付けについて）

　　　　株式会社ＳＣＫホールディングス（以下「公開買付者」といいます。）が平成25年６月14日から実施しておりまし

た、当社の普通株式及び新株予約権に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）が平成25年８月5日

をもって終了し、公開買付者より当社の普通株式525,318株（議決権数：535,318、議決権所有割合：92.65%）の応

募があった旨の報告を受けました。

　　　　この結果、平成25年８月12日（本公開買付けの決済の開始日）付で、公開買付者の当社の総株主等の議決権に対する

所有割合が50％超となるため、公開買付者は当社の親会社及び主要株主である筆頭株主に該当することになりま

す。

　　　　また、公開買付者はＭＢＯの一環として本公開買付けを実施しておりましたが、本公開買付けにより、当社の発行済普

通株式の全て（但し、当社が所有する自己株式を除きます。）を取得できなかったことから、今後、当社の発行済普

通株式の全てを取得するための手続を実施するよう当社に対し要請することを予定しているとのことです。なお、

当該手続の実施により、当社の普通株式は東京証券取引所における上場廃止基準に抵触する結果、上場廃止となり

ます。上場廃止後は、当社の普通株式を東京証券取引所において取引することはできなくなります。

　

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成25年8月9日 

株式会社シンプレクス・ホールディングス

取締役会　御中

　

太陽ＡＳＧ有限責任監査法人
指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　 大　村　　茂　　印

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士 　 竹　原　　玄　　印　　　

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社シンプレク

ス・ホールディングスの平成25年4月1日から平成26年3月31日までの連結会計年度の第1四半期連結会計期間（平成25年4

月1日から平成25年6月30日まで）及び第1四半期連結累計期間（平成25年4月1日から平成25年6月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について

四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する

結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社シンプレクス・ホールディングス及び連結子会社の平成25年

6月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第1四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさ

せる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

強調事項

　重要な後発事象に記載されているとおり、株式会社ＳＣＫホールディングスによる公開買付けの結果、会社は上場廃止と

なる予定である。

　当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　（注）１.上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

　　　　２.四半期連結財務諸表の範囲には、ＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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