
 

             

 
 

 
 
 
 
 
 

 株式会社刈田・アンド・カンパニー（以下「K&C」）は、株式会社日本政策

投資銀行（東京都千代田区、代表取締役社長：柳正憲）を LP とし、K&C が運

営する投資事業有限責任組合（以下「本有責組合」）を主たる出資者として設立

された特別目的会社を通じて、カーライル・グループ（日本代表：山田和広、

本社：米国ワシントン D.C.）の投資ファンドである CJP SPX Holdings, L.P.が
保有するシンプレクス株式会社（東京都港区、代表取締役社長：金子英樹、以

下「シンプレクス」）発行の種類株式全てを取得することに合意し、10 月 5 日

付けで株式譲渡契約を締結しました。本株式譲渡は、本日開催されたシンプレ

クスの取締役会において承認されております。なお K&C グループは、シンプレ

クスが 2013 年 10 月に株式非上場化をした際にシンプレクス種類株式の一部を

取得しており、本取引は K&C グループによる追加取得となります。 
 
シンプレクスは、2013 年の株式非上場化の後、主要株主であるカーライル・

グループ及び K&C グループ（以下合わせて「スポンサーファンド」）の経営支

援を受けながら主体的な経営改革を実行し、大型案件の獲得や SimplexFX サー

ビスの展開を進め、着実に業績伸長を果たしてきました。今般シンプレクスと

スポンサーファンドは、K&C グループによるシンプレクス株式の取得、並びに

持株会社設立を含む一連の組織再編により経営陣・従業員主導の新たな経営体

制を構築し、シンプレクスが新体制の下で、海外市場への展開や国内での新規

事業を積極的に推進することで更なる成長を追求することに合意し、今回の取

引が実現に至ったものです。 
 
K&C は、今回の経営陣・従業員主導の経営体制への移行に向けて、本有責組

合による種類株式引受けと LBO ローンによる資金構成を構築するとともに、本

取引完了後も主要株主として引続きシンプレクスの経営を支援して参ります。 
 

平成 28 年 10 月 7 日 

株式会社刈田・アンド・カンパニー 

 代 表 取締 役社 長  刈 田 直文          

シンプレクス株式会社の種類株式取得について 
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 [本件に関するお問い合わせ先] 
株式会社刈田・アンド・カンパニー 
〒107-0052 東京都港区赤坂 9 – 7 – 2  
TEL03-6413-0865 
inquiry@karitacompany.com 



 

             

 
 

 
 
 
 
 
 
Karita and Company, Inc. (“K&C”) has agreed to purchase all of the classified 
shares issued by Simplex Inc. (Minato-ku Tokyo, CEO Hideki Kaneko, “Simplex”), 
owned by CJP SPX Holdings, L.P., an investment fund of The Carlyle Group (Japan 
Head: Kazuhiro Yamada, Headquarter: Washington D.C.), through a special 
purpose company wholly owned by K&C Group, mainly through K&C’s Investment 
Limited Partnership (the “LPS”) where the Development Bank of Japan Inc. 
(Chiyoda-ku Tokyo, President & CEO: Masanori Yanagi) being the sole LP, and thus 
concluded a stock purchase agreement as of October 5th. This transaction was 
approved at the Simplex board meeting held today. This is an additional acquisition 
for K&C Group, after having acquired a part of Simplex’s classified shares in 
October 2013 when the company was privatized. 

 
After its privatization in 2013, Simplex proactively transformed its business with 
management support from its main shareholders, The Carlyle Group and K&C 
Group (together the “sponsor funds”), and steadily improved their performance 
through winning a number of large-scale projects as well as promotion of the 
Simplex FX services. Recently, Simplex and the sponsor funds have agreed to 
establish a new management system led by both management and employees by 
carrying out organizational realignment including the acquisition of Simplex shares 
by K&C Group, and foundation of a holding company. Under the new management 
system, Simplex will pursue further growth through expansion into overseas 
markets and promotion of new businesses in Japan. 

 
K&C supports the transition of the management system by identifying and 
achieving the optimal financing structure with combination of the new classified 
shares being underwritten by the LPS and the LBO bank loan. Being as a 
shareholder, K&C will continuously support the Simplex management after this 
deal. 
 
Please send your inquiries to: 
Karita and Company, Inc.   
Tokyo Midtown Residences, Akasaka 9-7-2, Minato-ku, Tokyo 107-0052  
TEL: 03-6413-0865 
inquiry@karitacompany.com 

October 7, 2016 
Naobumi Karita 

 President & Representative 
Partner 
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