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（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期 615     3.0 △ 50    － △ 66    － △ 67    －

19年６月期第１四半期 597   △ 9.9 △ 66    － △ 62    － △ 65    －

19年６月期    2,575   △ 9.8 △215    － △183    － 10    －
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年６月期第１四半期 △847  14 －

19年６月期第１四半期 △814  61 －

19年６月期 135  69 －
 
 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年６月期第１四半期 2,879 2,209 76.7 27,672  56 

19 年６月期第１四半期 2,758 2,213 80.2 27,723  54 

19 年６月期 3,076 2,365 76.9 29,623  97 
 
 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 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

20 年６月期第１四半期 △9 △28 － 1,174 

19 年６月期第１四半期 5 △9 － 1,002 

19 年６月期 157 56 － 1,248 

 

 

２．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

（％表示は，通期は対前期，中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 1,300  4.3 △84   － △81   － △87   － △1,089  77

通     期 2,800  8.7 2   － 6   － 6 △33.3 75  16
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３．その他 

  

(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) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(3) 会計監査人の関与 ： 無 

 

 

４．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                            （％表示は対前年同四半期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年６月期第１四半期  49    36.1 △ 64    － △53    － △54    －

19年６月期第１四半期  36   △13.7 △ 84    － △39    － △38    －

19年６月期  253   △20.7 △290    － △98    － 104    －

 
 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年６月期第１四半期 5,527 5,445 98.5 68,201  43 

19 年６月期第１四半期 5,385 5,344 99.2 66,945  55 

19 年６月期 5,600 5,508 98.4 68,995  22 

 
 

 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要

素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第 1四半期における我が国経済は、個人消費や設備投資が好調さを堅持し、雇用情勢についても改

善傾向が継続する等、景気は着実に改善してきております。しかし、米国の個人向け住宅融資の問題を

発端に、米国景気の減速や原油価格の高騰など今後の不透明感が広がり、決して楽観できない状況であ

ります。 

 このような状況の中、当社グループでは前期において実現した業績改善のトレンドを継続し、既存製

品分野を活かした堅実な売上拡大を図ってまいりました。フォント管理分野(Font)およびデジタル資産

管理(DAM)分野は、欧米を中心に展開しており、当第 1四半期では当初の予想通りに売上が推移いたしま

した。一方、地理情報システム(GIS)分野においては、米国政府機関からの発注の遅れにより当初の予想

を下回る結果となりました。デジタル文書圧縮配信(DjVu)およびその他の分野については、日本・韓国

を中心として企業向けソリューションを展開しており、当第 1四半期では当初の予想通りに売上が推移

いたしました。 

 利益につきましては、コスト管理の徹底により利益を向上させる努力を継続しており、前年同期に比

べ営業利益は改善いたしました。しかし 近の円高傾向から、手持ちのドル預金等に関して為替差損が

発生したため、経常利益、四半期純利益は前年同期に比べ悪化いたしております。 

以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高が 615 百万円（対前年同期比 3.0％増）、営業損失が

50 百万円（前年同期 66 百万円）、経常損失が 66 百万円（前年同期 62 百万円）及び四半期純損失が 67

百万円（前年同期 65 百万円）となりました。  

      

所在地別セグメントの業績は次のとおりであります。  

①日本 

 当第１四半期において売上高は 30 百万円（前年同期比 10.1％減）となりました。営業損失は 49 百

万円（前年同期は営業損失 71 百万円）となっております。  

②北米 

 当第１四半期において売上高は、概ね予測どおり推移し、セグメント間の内部売上高を含めて 571

百万円（前年同期比 0.3％増）となりました。一方、経費は前年同期より増加傾向にあり、営業利益

は 24 百万円（前年同期は営業利益 43 百万円）となっております。 

③欧州 

 従来から英国の子会社は欧州市場に対する販売促進活動のみを行っており、欧州市場に対する製品

の販売は北米子会社の Celartem,Inc が直接行っております。当第１四半期においてセグメント間の

内部取引の見直しを行っており、その結果、売上高はセグメント間の内部売上高を含めて 22 百万円

（前年同期はゼロ）となりました。営業損失は 8 百万円（前年同期は営業損失 48 百万円）となって

おります。  

④アジア 

 韓国支店の売上は概ね予測どおり推移し、当第１四半期において売上高は 18 百万円（前年同期比

740.3％）となりました。一方、経費は前年同期より増加傾向にあり、営業損失は 14 百万円（前年同

期は営業損失 13 百万円）となっております。 
 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1）資産、負債及び純資産の状況 

  当第１四半期末の流動資産は前連結会計年度末に比べて、4.5％減少し、1,656 百万円となりました。

これは主として、現金及び預金が 73 百万円減少したことによります。固定資産は、前連結会計年度末に

比べて、8.8％減少し、1,223 百万円となりました。これは主として、のれん等の無形固定資産が償却等

により 110 百万円減少したことによります。この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて、6.4％減

少し、2,879 百万円となりました。 

当第１四半期末の負債につきましては、流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.0％減少し、661

百万円となりました。これは前受収益が 15 百万円減少したこと等によります。固定負債は、前連結会計

年度末に比べて繰延税金負債が 6 百万円減少し、8 百万円となりました。この結果、負債合計は、前連

結会計年度末に比べて、5.8％減少し、670 百万円となりました。 
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純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて、6.6％減少し、2,209 百万円となりました。主な

減少要因は四半期純損失を 67 百万円計上したことや、その他有価証券評価差額金の減少が 9百万円、為

替換算調整勘定の減少が 79 百万円あったためです。 

 

(2）キャッシュ・フローの状況 

  当第１四半期末における現金及び預金同等物の残高は、前連結会計年度末よりも 74 百万円減少し、

1,174 百万円となりました。 

 当第１四半期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）  

 営業活動の結果使用した資金は、9百万円（前年同期 5百万円の獲得）となりました。  

 主な要因は、税金等調整前四半期純損失 66 百万円等であります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 投資活動の結果使用した資金は、28百万円（前年同期 9百万円）となりました。  

 主な要因は、有形固定資産の取得による支出 25 百万円等であります。   

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 当期、前期とも、財務活動の結果獲得・使用した資金はありません。 
 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

平成 20 年 3月期の業績予想につきましては、平成 19 年８月 10 日の決算発表時の公表値に対し、概

ね計画どおりに推移しており、業績予想の変更はありません。 
 

 

４．その他 

(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） 

 該当事項はありません。 
 

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用 

 該当事項はありません。 
 

(3） 近会計年度からの会計処理方法の変更 

 該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 

(1) 四半期連結貸借対照表 

 
前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年6月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産     

 １ 現金及び預金  993,365 862,638  936,213 

 ２ 受取手形及び売掛金  400,194 404,048  416,670 

 ３ 有価証券  9,585 312,540  312,928 

 ４ たな卸資産  21,484 10,292  10,171 

 ５ 前払費用  47,216 63,140  59,665 

 ６ その他  13,163 17,816   18,572 

   貸倒引当金  △54,990 △13,674  △18,684 

  流動資産合計  1,430,019 51.8 1,656,803 57.5  1,735,537 56.4

Ⅱ 固定資産    

 １ 有形固定資産    

  (1) 建物及び構築物 7,721 7,932  8,619  

  (2) 工具、器具 
        及び備品 

120,855 128,576 4.7 92,954 100,887 3.5 84,652 93,272 3.0

 ２ 無形固定資産    

  (1) 特許権 14,407 14,150 13,609  

  (2) ソフトウェア 109,933 57,070 83,879  

  (3) のれん 684,506 591,557 662,198  

  (4) その他 38,143 846,990 30.7 4,138 666,917 23.2 17,369   777,057 25.3

 ３ 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券 9,048 112,279 127,343  

  (2) 長期性預金 300,000 300,000 300,000  

  (3) その他 44,155 353,204 12.8 42,969 455,249 15.8 43,258 470,601 15.3

  固定資産合計  1,328,771 48.2 1,223,054 42.5  1,340,931 43.6

  資産合計  2,758,791 100.0 2,879,857 100.0  3,076,468 100.0

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成19年6月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債     

 １ 支払手形及び買掛金  35,625 35,016  45,558 

 ２ 未払金  171,262 180,888  191,016 

 ３ 前受収益  308,057 402,407  417,548 

 ４ 未払法人税等  9,552 11,305  13,325 

 ５ 返品調整引当金  12,145 6,151  8,448 

 ６ その他  8,895 25,929  20,770 

  流動負債合計  545,537 19.8 661,698 23.0  696,667 22.6

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債  － 8,547  14,489 

  固定負債合計  － － 8,547 0.3  14,489 0.5

  負債合計  545,537 19.8 670,245 23.3  711,157 23.1

(純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  3,856,151 3,856,151  3,856,151 

２ 資本剰余金  3,414,351 3,414,351  3,414,351 

３ 利益剰余金  △4,874,688 △4,866,452  △4,798,822 

  株主資本合計  2,395,814 86.8 2,404,050 83.5  2,471,680 80.3

Ⅱ 評価・換算差額等    

１ その他有価証券 
     評価差額金 

 △1,324 10,729  19,850 

２ 為替換算調整勘定  △181,237 △205,595  △126,560 

  評価･換算差額等合計  △182,561 △6.6 △194,866 △6.8  △106,710 △3.5

Ⅲ 新株予約権  － － 427 0.0  341 0.0

  純資産合計  2,213,253 80.2 2,209,611 76.7  2,365,311 76.9

  負債純資産合計  2,758,791 100.0 2,879,857 100.0  3,076,468 100.0

          

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期連結損益計算書 

 
前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

(自 平成18年7月１日 
至 平成19年6月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高      597,942 100.0 615,732 100.0  2,575,549 100.0

Ⅱ 売上原価  64,313 10.8 66,342 10.8  303,901 11.8

   売上総利益    533,628 89.2 549,389 89.2  2,271,648 88.2

  返品調整引当金繰入額  7,951 1.3 － －  8,448 0.3

   差引売上総利益      525,677 87.9 549,389 89.2  2,263,199 87.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費      591,946 99.0 600,039 97.4  2,478,872 96.2

   営業損失  66,268 △11.1 50,650 △8.2  215,672 △8.4

Ⅳ 営業外収益    

 １ 受取利息   1,339 6,297 13,615  

 ２ 為替差益 2,327 － 17,331  

 ３ その他 272 3,938 0.7 699 6,996 1.1 1,637 32,585 1.3

Ⅴ 営業外費用    

 １ 為替差損 － － － 22,372 22,372 3.6 － － －

   経常損失  62,329 △10.4 66,026 △10.7  183,087 △7.1

Ⅵ 特別利益    

 １ 投資有価証券売却益 1,171 － 201,171  

 ２ 貸倒引当金戻入益 － 1,171 0.2 － － － 3,995 205,167 8.0

Ⅶ 特別損失    

 １ 固定資産除却損 － － － － － － 1,656 1,656 0.1

税金等調整前第１四
半期(当期)純利益
または純損失（△） 

 △61,157 △10.2 △66,026 △10.7  20,423 0.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 3,874 0.6 1,603 0.3  9,590 0.4

第１四半期(当期) 
純利益または純損失
（△） 

 △65,032 △10.8 △67,630 △11.0    10,832 0.4

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

前第１四半期連結会計期間(自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日) 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計 

その他 
有価証券
評価差額金

為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計

平成18年６月30日残高(千円) 3,856,151 3,414,351 △4,809,655 2,460,847 △200 △205,507 △205,707 2,255,139

第１四半期連結会計期間中の
変動額 

   

 第１四半期純利益  △65,032 △65,032   △65,032

株主資本以外の項目の第１
四半期連結会計期間中の変
動額(純額) 

 △1,124 24,270 23,146 23,146

第１四半期連結会計期間中の
変動額合計(千円) 

 △65,032 △65,032 △1,124 24,270 23,146 △41,886

平成18年９月30日残高(千円) 3,856,151 3,414,351 △4,874,688 2,395,814 △1,324 △181,237 △182,561 2,213,253

 

当第１四半期連結会計期間(自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日) 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計 

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計

平成19年６月30日残高 
(千円) 

3,856,151 3,414,351 △4,798,822 2,471,680 19,850 △126,560 △106,710 341 2,365,311

第１四半期連結会計期間中
の変動額 

  2,1255,139

 第１四半期純利益  △67,630 △67,630  △67,630

 株主資本以外の項目の第
１四半期連結会計期間中
の変動額(純額) 

 △9,121 △79,034 △88,156 86 △88,070

第１四半期連結会計期間中
の変動額合計(千円) 

 △67,630 △67,630 △9,121 △79,034 △88,156 86 △155,700

平成19年９月30日残高 
(千円) 

3,856,151 3,414,351 △4,866,452 2,404,050 10,729 △205,595 △194,866 427 2,209,611

 

前連結会計年度(自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日) 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金

株主資本 
合計 

その他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計

平成18年６月30日残高 
(千円) 

3,856,151 3,414,351 △4,809,655 2,460,847 △200 △205,507 △205,707 － 2,255,139

連結会計年度中の変動額  2,1255,139

 当期純利益 10,832 10,832  10,832

 株主資本以外の項目の連
結会計年度中の変動額(純
額) 

20,050 78,946 98,997 341 99,338

連結会計年度中の変動額合
計(千円) 

10,832 10,832 20,050 78,946 98,997 341 110,170

平成19年６月30日残高 
(千円) 

3,856,151 3,414,351 △4,798,822 2,471,680 19,850 △126,560 △106,710 341 2,365,311
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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動による 

キャッシュ・フロー 
   

税金等調整前第１四半期（当

期）純利益(△は損失） 
 △61,157 △66,026 20,423

減価償却費  50,278 31,821 188,504

のれん償却額  18,997 19,238 77,201

固定資産除却損  － － 1,656

為替差損  － 16,439 －

投資有価証券売却益  △1,171 － △201,171

貸倒引当金の増減額 

（△は減少額） 
 967 △5,009 △35,338

返品調整引当金の増減額 

（△は減少額） 
 △228 △1,750 △4,366

受取利息  △1,339 △6,297 △13,615

売上債権の増減額 

（△は増加額） 
 129,584 △3,552 125,932

仕入債務の増減額 

(△は減少額) 
 △5,312 △8,187 2,928

未払金の増減額 

（△は減少額） 
 △83,957 357 △74,360

その他  △41,353 9,903 61,173

小計  5,306 △13,062 148,968

利息の受取額  2,588 7,539 13,519

法人税等の支払額  △2,419 △4,182 △5,183

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 5,475 △9,706 157,304
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前第１四半期連結会計期間

(自 平成18年７月１日 

至 平成18年９月30日)

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 

(自 平成18年７月１日 

至 平成19年６月30日)

区分 
注記 

番号 
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円) 

Ⅱ 投資活動による 

キャッシュ・フロー 
  

有形固定資産の取得に 

よる支出 
 △11,238 △25,537 △57,094

無形固定資産の取得に 

よる支出 
 △3,002 △1,655 △5,634

長期前払費用の増加に 

よる支出 
 － △856 △346

投資有価証券の売却に 

よる収入 
 4,250 － 206,250

投資有価証券の取得に 

よる支出額 
 － － △84,630

保証金の増加による支出  － － △4,012

保証金の返還による収入  － － 1,885

その他  64 △7 19

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △9,926 △28,056 56,435

Ⅲ 現金及び現金同等物に係る 

換算差額 
 1,392 △36,198 29,289

Ⅳ 現金及び現金同等物の 

増減額（△は減少額） 
 △3,058 △73,962 243,028

Ⅴ 現金及び現金同等物の 

期首残高 
 1,005,404 1,248,433 1,005,404

Ⅵ 現金及び現金同等物の 

第１四半期末(期末)残高 
※ 1,002,345 1,174,471 1,248,433
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 
前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 

 至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 

 至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 

 至 平成19年６月30日) 

当社グループは、平成15年６月期以

降連続して重要な営業損失及び重要

な経常損失を継続的に計上しておりま

す。また、平成15年6月期から平成17年

６月期まで３期連続して営業キャッシュ・

フローがマイナスの状況にありました。

当該状況により、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を改善

し、早急に営業損益を黒字化するため

に、以下の施策を講じ、実行してまいり

ます。そのため、四半期連結財務諸表

は継続企業を前提に作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表に反映しておりませ

ん。 

(1) 経営計画の推進について 

① 諸経費の削減の推進 

 当期からすでに組織・商品ラインの見

直しに伴うコスト削減を実施しており、

当連結会計年度は前連結会計年度に

比べ販売費及び一般管理費を724百

万円（23％）削減することを見込んでお

ります。当第１四半期においては当初

の経営計画を上回ってコスト削減が達

成できておりますが、今後も継続的にコ

ストの見直し・削減を行ってまいります。  

② 事業の選択と集中の推進 

 当期から経営計画に従い経営資源を

集中すべき成長事業分野と、縮小・撤

退すべき事業分野を選択し、経営資源

を各事業分野に配分してまいりました。

当第１四半期において経営計画は概

ね達成しております。 

フォント管理(Font)分野に関しては、

当初予想に比し売上のペースは鈍って

いるものの、相応の経費削減を実施し、

部門採算は黒字を維持しております。   

デジタル資産管理（DAM)分野に関

しては、ほぼ予想どおりの売上高を確

保するペースで推移しております。 

 地理情報システム（GIS)分野に関して

は、予想を上回る売上を達成してきて

おります。 

 デジタル文書圧縮配信（DjVu)および

その他の分野に関しては、ほぼ予想ど

おりの売上高で進捗しております。当

期から日本・韓国でソリューションを展

開すべく事業モデルを変更いたしまし

たが、今後も、この事業モデルをより強

固に確立し収益の拡大を図ります。 

 また今後、上記事業分野ごとの戦略

  当社グループは、平成15年６月期以

降連続して重要な営業損失及び重要

な経常損失を継続的に計上しておりま

す。これにより、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を改善

し、早急に営業損益を黒字化するため

に、以下の施策を講じ、実行してまいり

ます。そのため、四半期連結財務諸表

は継続企業を前提に作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を四半

期連結財務諸表に反映しておりませ

ん。 

(1) 経営計画の推進について 

① 経営効率化の維持 

  前期において効率的な企業体質への

変革を行い販売費及び一般管理費の

大幅な削減を達成いたしました。当期

においてもこの効果を維持し、早期の

黒字化を目指します。 

② 既存事業の育成と価値の最大化 

以下の既存事業については、引き続

き、全体のプライオリティと個々の戦略

に基づきメリハリを効かせた最適のリソ

ースを投入し、それぞれの事業価値の

最大・最適化を目指してまいります。 

(フォント管理(Font)分野) 

 今後も継続して当社グループのもつ

市場シェアの優位性とクリエイティブユ

ーザーへの訴求力を活用して事業の

堅実な拡大を図ります。また新製品投

入により新規顧客層獲得を図ります。 

(デジタル資産管理（DAM)分野) 

 今後も新製品開発を行い、市場に確

固たる地位を築き事業の堅実な拡大を

図ります。 

(地理情報システム（GIS)分野) 

  当社フォーマットMrSIDが業界の標

準となっており、今後も継続してこの強

みを活かし、事業拡大を図ります。 

(デジタル文書圧縮配信（DjVu)および

その他の分野) 

  高い評価を得ている当社グループの

画像処理技術力を活かし、今後もこの

事業をさらに強固に確立し収益の拡大

を図ります。 

③ 投資機会の追求 

上記、既存事業の成長によって達

成される成長（オーガニック・グロ

ース）だけでは、企業価値の飛躍的

向上を短期間で実現するには限界が

あると考えられます。そのため、当

  当社グループは、平成15年６月期以

降５期連続して重要な営業損失及び重

要な経常損失を継続的に計上しており

ます。これにより、継続企業の前提に関

する重要な疑義が存在しております。 

当社グループは、当該状況を改善

し、早急に営業損益を黒字化するため

に、以下の施策を講じ、実行してまいり

ます。そのため、連結財務諸表は継続

企業を前提に作成されており、上記の

ような重要な疑義の影響を連結財務諸

表に反映しておりません。 

(1) 経営計画の推進について 

① 経営効率化の維持 

  当期から経営陣を刷新し、組織改革、

商品ラインの整理等事業再構築を行い

ました。その結果、当連結会計年度は

前連結会計年度に比べ販売費及び一

般管理費684百万円（22％）の削減を達

成いたしました。この効率的な企業体

質を維持推進することで早期の黒字化

を目指します。 

② 開発力の強化 

  技術の高度化のため研究開発活動を

推進します。また、市場ニーズを逸する

ことがないよう、厳密な市場調査と期待

収益の精査を行った上で、積極的な製

品開発投資を検討していきます。 技術

者交流会やフォーラムの開催・支援・参

加などを通じ、優秀な技術者が集まる

場を提供し、技術発展への貢献を行い

ます。 

③ 投資事業の推進 

  広く全世界に目を向けてM&Aの機会

の追求するために設置した事業開発部

門を通じ、当社グループの企業価値向

上を図ります。 

④ 経営指導力の向上 

  当社グループは国際的な場面での企

業運営、事業改善など経営能力を高め

ており、今後はこの培った経営力を更

に活用する場面を創り、ハンズオン経

営要員の育成・出向・派遣を通じて一

層の能力開発を図ってまいります。ま

た、一層の経営指導力向上、ならびに

新たな事業機会を得るため、今後積極

的に有識者の意見を取り入れる場を作

ってまいります。 

⑤ 既存事業の育成と価値の最大化 

以下の既存事業については、「選択と

集中」即ち、全体のプライオリティと個々

の戦略に基づきメリハリを効かせた最適
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実行に際して、当社グループとしてシ

ナジーが期待できる企業に対しては、

業務提携・資本提携・事業買収の可能

性を積極的に追求していきます。 

 (2) 資金繰りについて  

 当第１四半期末における現金及び現

金同等物残高は1,002百万円であり、

営業活動に必要な資金は十分確保さ

れております。 

社グループでは、M&Aなどによる新事

業獲得によって達成される成長に関

しても、事業開発部門を通じて積極

的に取組みます。  

  (2) 資金繰りについて  

 当第１四半期末における現金及び現

金同等物残高は1,174百万円であり、ま

た当社グループは3期連続して無借金

経営を続けており、営業活動に必要な

資金は十分確保されております。 

のリソースを投入し、それぞれの事業価

値の最大・最適化を目指してまいりま

す。また今後、下記事業分野ごとの戦

略実行に際して、当社グループとして

シナジーが期待できる企業に対して

は、業務提携・資本提携・事業買収の

可能性を積極的に追求してまいりま

す。 

(フォント管理分野) 

  当社グループのもつ圧倒的な市場シ

ェアとクリエイティブユーザーへの訴求

力を活用して事業の拡大を図ります。

現在サーバ製品を展開中であり、翌事

業年度以降の売上回復と企業ユーザ

ーを中心とした新規顧客層獲得を図り

ます。 

(デジタル資産管理（DAM)分野) 

  今後サーバ製品を中心に企業向け

顧客を獲得し競合他社等からのシェア

奪取を進め、クリエイティブ市場を中心

に確固たる地位を築き事業の拡大を図

ります。 

(地理情報システム（GIS)分野) 

  当社フォーマットMrSIDが業界の標

準となっており、今後はこの強みを活か

して、新機能の開発や他社との業務提

携を進めるなどして事業拡大を図りま

す。 

(デジタル文書圧縮配信（DjVu)および

その他の分野) 

  画像処理に関する当社グループの

技術力については顧客から高い評価を

得ており、韓国金融機関のシステム構

築に当社グループの技術が採用されて

おります。当期においてMorning IT社

ならびにePapyrus社という販売力あるい

は技術力をもつ韓国企業と資本提携を

結んでおり、今後もこの事業をさらに強

固に確立し収益の拡大を図ります。  

(2) 資金繰りについて  

 当社グループの営業キャッシュ・フロ

ーは２期連続して黒字であり、現金及

び現金同等物残高も2期連続して増加

しており、当連結会計年度末では1,248

百万円となりました。また当社グループ

は3期連続して無借金経営を続けてお

り、営業活動に必要な資金は十分確保

されております。   
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(5) 注記事項 

 

 (四半期連結貸借対照表関係) 
前第１四半期連結会計期間末 

(平成18年９月30日) 
当第１四半期連結会計期間末 

(平成19年９月30日) 
前連結会計年度末 
(平成19年６月30日) 

※ 有形固定資産減価償却累計額 

520,363千円 

※ 有形固定資産減価償却累計額 

554,495千円

※ 有形固定資産減価償却累計額 

576,323千円

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30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。 

役員報酬 8,022千円

給与手当 177,011千円

旅費交通費 20,129千円

支払報酬 35,081千円

 

※２ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる 

研究開発費   136,515千円 

 

 

※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 12,475千円

給与手当 154,084千円

旅費交通費 14,275千円

支払報酬 20,071千円

 

※２ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる 

研究開発費   186,066千円

 

※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 30,581千円

給与手当 745,186千円

旅費交通費 74,607千円

支払報酬 119,911千円

 

※２ 研究開発費の総額 

    一般管理費に含まれる 

研究開発費   557,345千円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。 

    工具、器具及び備品 

           1,656千円

 

（四半期連結株主資本等変動計算書関係） 

前第１四半期連結会計期間（自 平成18年７月１日 至 平成18年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式 （株） 79,833 ― ― 79,833 

 

当第１四半期連結会計期間（自 平成19年７月１日 至 平成19年９月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式 （株） 79,833 ― ― 79,833 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 前連結会計

年度末 

当第１四半期
連結会計期間

増加 

当第１四半期
連結会計期間

減少 

当第１四半期連
結会計期間末 

当第１四半期
連結会計期間

末残高 
（千円） 

 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 
－ － － － － 427

合計 － － － － － 427



㈱セラーテムテクノロジー（4330）平成 20 年６月期 第１四半期財務・業績の概況 

 

― 14 ― 

  

前連結会計年度（自 平成18年７月１日 至 平成19年６月30日） 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式 （株） 79,833 ― ― 79,833 

２．新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

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 前連結会計

年度末 
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 

当連結会計
年度末残高
（千円）

 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 
－ － － － － 341

合計 － － － － － 341

 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前第１四半期連結会計期間 
(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成18年７月１日 
至 平成19年６月30日) 

※   現金及び現金同等物の四半期

末残高と四半期連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額と

の関係 

(平成18年９月30日現在) 

現金及び預金勘定 993,365千円 

容易に換金可能で
あり僅少なリスク
しか負わない短期
投資(有価証券) 

9,585千円 

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△605千円 

現金及び現金同等物 1,002,345千円 
 

※   現金及び現金同等物の四半期末

残高と四半期連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との

関係 

(平成19年９月30日現在)

現金及び預金勘定 862,638千円

容易に換金可能で
あり僅少なリスク
しか負わない短期
投資(有価証券) 

312,540千円

預入期間が３か月
を超える定期預金

△707千円

現金及び現金同等物 1,174,471千円

  

※  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19年６月30日現在)

現金及び預金勘定 936,213千円

容易に換金可能で
あり僅少なリスク
しか負わない短期
投資(有価証券) 

312,928千円

預入期間が３か月
を超える定期預金 

△707千円

現金及び現金同等物 1,248,433千円 
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(6) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

当社グループはソフトウェア関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。したが

って、開示対象となるセグメントがありませんので、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結会計期間(自平成18年７月１日 至平成18年９月30日) 

 
日本 
(千円) 

北米 
(千円)

欧州 
(千円) 

アジア 
(千円) 

計 
(千円)

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

34,319 561,401 － 2,221  597,942 －  597,942 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 8,511 － － 8,511 △8,511 － 

計 34,319  569,912 － 2,221 606,453 △8,511 597,942 

営業費用 105,699 526,003 48,560 15,563 695,827  △31,616 664,211 

営業利益又は営業損失(△) △71,379 43,908  △48,560  △13,342 △89,374 23,105 △66,268 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国 

欧州………イギリス 

       アジア……韓国 
３ 消去又は全社に含めた配賦不能営業費はありません。 

 

当第１四半期連結会計期間(自平成19年７月１日 至平成19年９月30日) 

 
日本 
(千円) 

北米 
(千円)

欧州 
(千円)

アジア 
(千円) 

計 
(千円)

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

売上高    

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

30,866 566,202 － 18,663  615,732 －  615,732 

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 5,268 22,865 － 28,133 △28,133 － 

計 30,866  571,471 22,865 18,663 643,866 △28,133 615,732 

営業費用 80,839 547,102 31,137 33,486 692,566  △26,183 666,382 

営業利益又は営業損失(△) △49,972 24,368  △8,272  △14,823 △48,699 △1,950 △50,650 

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国 

欧州………イギリス 

       アジア……韓国 
３ 消去又は全社に含めた配賦不能営業費はありません。 
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前連結会計年度(自平成18年７月１日 至平成19年６月30日) 

 
日本 
(千円) 

北米 
(千円) 

欧州 
(千円) 

アジア
(千円)

計 
(千円) 

消去又は 
全社(千円) 

連結 
(千円) 

売上高   

(1) 外部顧客に 
対する売上高 

160,289 2,322,370 － 92,888  2,575,549 －  2,575,549

(2) セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

－ 39,823 － － 39,823 △39,823 －

計 160,289  2,361,194 － 92,888 2,615,373 △39,823 2,575,549

営業費用 421,783 2,267,770 104,833 121,666 2,916,054  △124,831 2,791,222

営業利益又は営業損失(△) △261,493 94,424  △104,833  △28,777 △300,680 85,007 △215,672

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国 

欧州………イギリス 

       アジア……韓国 
３ 消去又は全社に含めた配賦不能営業費はありません。 
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【海外売上高】 

前第１四半期連結会計期間(自平成18年７月１日 至平成18年９月30日) 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 413,633 124,102 22,910 560,646

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 597,942

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

69.2 20.8 3.8 93.8

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国、カナダ 

欧州………フランス、イギリス、ドイツ他 

その他……韓国、中国、台湾他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

当第１四半期連結会計期間(自平成19年７月１日 至平成19年９月30日) 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 440,298 111,538 38,251 590,088

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 615,732

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

71.5 18.1 6.2 95.8

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国、カナダ 

欧州………フランス、イギリス、ドイツ他 

その他……韓国、中国、台湾他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

 

前連結会計年度(自平成18年７月１日 至平成19年６月30日) 

 北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高(千円) 1,619,110 568,624 238,133 2,425,868

Ⅱ 連結売上高(千円) － － － 2,575,549

Ⅲ 海外売上高の連結売上高に 
占める割合(％) 

62.9 22.1 9.2 94.2

(注) １ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国、カナダ 

欧州………フランス、イギリス、ドイツ他 

その他……韓国、中国、台湾他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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６．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

 
前第１四半期会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)    

Ⅰ 流動資産    

 １ 現金及び預金 683,196 541,629 568,689  

 ２ 売掛金 69,169 119,795 150,497  

 ３ 有価証券   9,585 312,540 312,928  

 ４ たな卸資産   8,192 458 464  

 ５ その他 187,681 34,804 32,215  

   貸倒引当金 △6,565 △2,340 △2,547  

  流動資産合計    951,260 17.7 1,006,888 18.2  1,062,247 19.0

Ⅱ 固定資産    

 (1) 有形固定資産    

  １ 建物 7,721 6,324  6,623  

  ２ 工具、器具及び 
    備品 

14,469  9,860 10,552  

   有形固定資産合計 22,191 16,184 17,175  

 (2) 無形固定資産    

  １ 特許権  864 596 663  

  ２ ソフトウェア   5,925 4,062 4,491  

  ３ のれん 12,044 7,664 8,759  

  ４ その他    506 506 506  

   無形固定資産合計  19,340 12,830 14,421  

 (3) 投資その他の資産    

  １ 投資有価証券 4,052,376 4,155,607 4,170,671  

  ２ 長期前払費用 8,648 5,473  5,299  

  ３ 長期性預金 300,000 300,000 300,000  

  ４ その他 31,806 30,580 30,573  

   投資その他の 
   資産合計 

4,392,831 4,491,661 4,506,544  

  固定資産合計  4,434,362 82.3 4,520,676 81.8  4,538,141 81.0

  資産合計  5,385,623 100.0 5,527,565 100.0  5,600,388 100.0

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。
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前第１四半期会計期間末 

(平成18年９月30日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成19年６月30日) 

区分 金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)    

Ⅰ 流動負債    

 １ 買掛金   7,806 143 16,983  

 ２ 未払金 20,445 42,330 26,794  

 ３ 未払法人税等 4,011 5,461 8,385  

 ４ その他   8,895 25,929 25,299  

  流動負債合計  41,159 0.8 73,865 1.3   77,462 1.4

Ⅱ 固定負債    

 １ 繰延税金負債 － 8,547 14,489  

  固定負債合計  － － 8,547 0.2  14,489 0.2

  負債合計  41,159 0.8 82,412 1.5   91,951 1.6

 (純資産の部)    

Ⅰ 株主資本    

１ 資本金  3,856,151 71.6 3,856,151 69.8  3,856,151 68.9

２ 資本剰余金    

   (1) 資本準備金 3,414,351 3,414,351 3,414,351  

    資本剰余金合計  3,414,351 63.4 3,414,351 61.8  3,414,351 61.0

３ 利益剰余金    

   (1) その他利益剰余金     

    繰越利益剰余金 △1,924,714 △1,836,506 △1,782,257  

   利益剰余金合計  △1,924,714 △35.8 △1,836,506 △33.3  △1,782,257 △31.8

  株主資本合計  5,345,787 99.2 5,433,995 98.3  5,488,244 98.1

Ⅱ 評価・換算差額等    

 その他有価証券 
   評価差額金 

 △1,324 0.0 10,729 0.2  19,850 0.3

  評価･換算差額等合計  △1,324 0.0 10,729 0.2  19,850  0.3

Ⅲ 新株予約権  － － 427 0.0  341 0.0

  純資産合計  5,344,463 99.2 5,445,152 98.5  5,508,437 98.4

  負債純資産合計  5,385,623 100.0 5,527,565 100.0  5,600,388 100.0

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) 四半期損益計算書 

 
前第１四半期会計期間 

(自 平成18年７月１日 
至 平成18年９月30日) 

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年７月１日 
至 平成19年９月30日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年７月１日 
至 平成18年６月30日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高    36,540 100.0 49,529 100.0  253,178 100.0

Ⅱ 売上原価  24,405 66.8 27,923 56.4  157,358 62.2

   売上総利益  12,135 33.2 21,606 43.6  95,819 37.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費  96,857 265.1 86,402 174.4  386,091 152.5

   営業損失  84,722 △231.9 64,795 △130.8  290,271 △114.7

Ⅳ 営業外収益  45,230 123.8 32,968 66.6  191,443 75.7

Ⅴ 営業外費用  － － 22,119 44.7  － －

   経常損失  39,491 △108.1 53,946 △108.9  98,828 △39.0

Ⅵ 特別利益  1,171 3.2 － －  205,167 81.0

Ⅶ 特別損失  － － － －   991  0.4

   税引前第１四半期 
（当期）純利益または
純損失（△） 

 △ 38,319 △104.9 △53,946 △108.9  105,347 41.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

 － － 302 0.6  1,210 0.5

   第１四半期（当期） 
純利益または純損失
（△） 

 △38,319 △104.9 △54,249 △109.5  104,137 41.1

    

（注）記載金額は、千円未満を切り捨てて表示しております。 

 

 
 
 


