2021 年 9 月 22 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・ホールディングス株式会社の東京証券取引所市場第一部への上場について

株式会社刈田・アンド・カンパニー（以下「K&C」
）は、K&C が運営し、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：渡辺一）を単独の LP とする刈田・シ
ンプレクス投資事業有限責任組合（以下「本組合」
）の投資先であるシンプレクス・ホール
ディングス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：金子英樹、コード番号：4373、
以下「シンプレクス」
）が、本日、東京証券取引所市場第一部に上場いたしましたことをお
知らせいたします。本組合は、シンプレクスの上場に際して、保有する同社株式の全てを売
却いたしました。なお、K&C グループが自己勘定で投資しております同社株式は、引き続
き長期保有する方針です。
シンプレクスは、1997 年の創業以来、金融フロンティア領域における国内トップブラン
ドとしてのポジションを確立し、現在では、金融フロンティア領域からクロスフロンティア
領域へと事業領域を拡大して、生保・損保及びブロックチェーン技術を活用した暗号資産交
換業等の領域で大きなプレゼンスを獲得すると共に、AI/クラウド技術等のキーテクノロジ
ーを軸として、対象顧客を金融機関に限定しない高付加価値サービスを広く提供しており、
顧客企業のビジネスの成功に貢献する真のテクノロジーパートナーとして高い評価を得て
おります。
K&C は、2013 年 8 月の MBO 以降、一貫してシンプレクスをサポートし、2016 年 10 月
の本組合による株式の引受け、LBO ローンを活用した資金調達により、経営陣・従業員主
導の新たな経営体制を構築した上で、シンプレクスの企業価値の最大化に向けた取り組み
を支援して参りました。
この度、シンプレクスは、これまで進めてきた事業基盤強化や事業領域拡大の着実な成果
を踏まえ、次の成長ステージへと進むべく今回の上場を決定するに至りました。K&C は、
引き続き株主としてシンプレクスの更なる企業価値向上を支援して参ります。
以 上
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September 22, 2021
Karita & Company Inc.
Naobumi Karita, President and Representative Director
Listing of Simplex Holdings, Inc. on the First Section of the Tokyo Stock Exchange
Karita & Company Inc. (hereafter “K&C”) announces today that Simplex Holdings, Inc. (Head
Office: Minato-ku, Tokyo; President and Representative Director: Hideki Kaneko; Code: 4373;
hereafter "Simplex") has been listed on the First Section of the Tokyo Stock Exchange. The company
is operated by K&C and invested in by Karita Simplex Limited Partnership for Investment (“the
Partnership”) whose only LP is the Development Bank of Japan, Inc. (Chiyoda-ku, Tokyo; President
and Representative Director: Hajime Watanabe). Upon the listing of Simplex, the Partnership sold all
of its shares. K&C Group will continue to hold Simplex shares for the long term and invest them in
its own accounts.
Since its foundation in 1997, Simplex has established its position as a leading domestic brand in the
financial frontier. It also provides a wide range of high-value-added services centered on key
technologies such as AI and cloud technology to customers other than financial institutions. Today the
company is expanding its business in areas such as life and non-life insurance and cryptographic asset
exchange businesses that utilize blockchain technology. Simplex has earned a high reputation as a true
partner that contributes to the success of its clients' businesses.
K&C has consistently supported Simplex since the MBO in August 2013. It also supported
Simplex's efforts to maximize corporate value after establishing a new management structure led by
management and employees through the underwriting of shares by the Partnership in October 2016
and fundraising using LBO loans.
Now, based on the steady results of its ongoing efforts to strengthen its business foundation and
expand its business domains, Simplex decided to go public in order to move to the next stage of growth.
As a shareholder, K&C will continue to support the further enhancement of Simplex's corporate value.
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