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(百万円未満切捨て)

(1) 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 ％

20年10月期 2,445 37.9 432 359.2 432 501.2 240 524.2

19年10月期 1,773 58.2 94 0.8 71 △18.6 38 △48.7

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 ％ ％ ％

20年10月期 8,152 53 7,762 68 16.4 22.3 17.7

19年10月期 1,331 80 1,252 48 3.4 5.1 5.3

(参考) 持分法投資損益 20年10月期 ─ 百万円 19年10月期 ─ 百万円

(2) 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10月期 2,224 1,605 71.7 53,552 39

19年10月期 1,659 1,338 80.6 45,431 45

(参考) 自己資本 20年10月期 1,596百万円 19年10月期 1,338百万円

(3) 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10月期 636 △680 5 627

19年10月期 35 △206 343 665

１株当たり配当金
配当金総額 
(年間)

配当性向
純資産
配当率(基準日)

第１ 
四半期末

第２  
四半期末

第３
四半期末

期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

19年10月期 ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─

20年10月期 ─ ─ ─ 800 00 800 00 23 9.90 1.48

21年10月期(予想) ─ ─ ─ 900 00 900 00 26 9.83 ─

(％表示は、通期は対前期、第２四半期累計期間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２四半期累計期間 1,224 10.9 50 △50.5 49 △51.2 18 △61.2 603 92

通 期 2,771 13.3 503 16.2 502 16.1 273 13.4 9,159 53
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4. その他 

① 会計基準等の改正に伴う変更  無 

② ①以外の変更         無 

  

 
(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、 37ページ「１株当たり情報」をご覧くだ

さい。 

  

 ※ 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。 

  

(1) 重要な会計方針の変更

(2) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 20年10月期 29,805株 19年10月期 29,451株

② 期末自己株式数 20年10月期 ─株 19年10月期 ─株
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①当期の概況（平成19年11月１日～平成20年10月31日） 

平成20年10月末で携帯電話の契約加入台数は１億513万台（前年同月比5.5％増）、その中で第三世代

以上の携帯電話の契約数は9,438万台と、全契約数の90％に迫っております。（前年同月は8,069万台、

全契約数の81.0％）（出所：社団法人電気通信事業者協会）  

 より高機能な携帯電話が浸透し、大容量、高速データ通信可能な携帯電話の割合が増加し標準化して

きております。通信料定額制の普及が進む中、ゲーム、音楽、電子書籍等のリッチコンテンツも生活の

中に浸透してまいりました。  

 このような市場環境の中、モバイル事業に経営リソースを集中した結果、売上高、利益ともに前事業

年度を大きく上回ることができました。  

 その結果、平成20年10月期の売上高は2,445,754千円（前年同期比37.9％増）となりました。  

 利益面につきましては、モバイル事業の売上が堅調に推移し売上総利益が高く推移したことにより、

営業利益は432,988千円（前年同期比359.2％増）、経常利益は432,200千円（前年同期比501.2％増）、

当期純利益につきましては、45,985千円の特別損失の計上により240,744千円（前年同期比524.2％増）

となりました。 

 当事業年度の経営成績は、売上高、経常利益、純利益ともに過去 高となりました。   

  

  事業部門別の状況は次のとおりであります。 

  

 ＜モバイル事業＞ 

平成20年10月末現在、携帯電話でマンガを中心としたコンテンツの閲覧を可能にした総合電子書籍ビ

ューア「BookSurfing」を導入するサイト数が、ＮＴＴドコモ、ａｕ（ＫＤＤＩ）、ＳｏｆｔＢａｎ

ｋ、ウィルコム、イー・モバイルの５キャリア合計634サイト（前年同月比51.7％増）、提供されてい

るコンテンツのファイル数は2,260,000ファイル以上（前年同月比170.4％増）となり、モバイル事業に

つきましては、前事業年度に引き続きまして電子コミックを主とした携帯電子書籍市場の拡大に伴い堅

調に推移しました。  

 その結果、売上高は1,803,251千円（前年同期比55.8％増）となりました。  

 なお、当事業年度から「BookSurfing」がイー・モバイル社製の端末機「H11T」に対応し、国内通信

キャリア数は上記記載の５社となり、アップル社の「iPhone 3G」、「iPod touch」に代表されるタッ

チパネル方式の携帯電話といった、新たに登場するデバイス機器向けの研究開発に積極的に対応し、今

後の事業展開のベースとなる施策を推進してまいりました。  

 また、今後は海外においても広く利用可能になるようグローバルな視点で、韓国、台湾、中国等、ア

ジア圏における海外営業に向けた施策を中長期的な視点から開始いたしました。  

  

 ＜ツール事業＞ 

ツール事業につきましては、前事業年度末に幅広いユーザーをターゲットにすることを目的としてリ

リースいたしました、マンガ制作ソフトウェア「ComicStudio 4.0」が引き続き堅調に推移しました。

また、当事業年度第４四半期では同製品のマッキントッシュ版「ComicStudio 4.0 for Mac OS X」のリ

リースを行いました。その結果、売上高は381,510千円（前年同期比6.9％増）となりました。   

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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また、海外のソフトウェア販売会社と代理店契約を締結する等、今後のグローバルな展開および中長

期的な視点から施策を推進いたしました。  

  

 ＜マルチメディアコンテンツ事業＞ 

教育ソフト、テレビ番組向けゲーム、電子マニュアル等の受託制作を行うマルチメディアコンテンツ

事業においては、前期から引き続き定顧客からの大型案件の受注と継続取引により、売上高は260,992

千円（前年同期比0.7％増）となりました。 

  

  ②次期の見通し 

当社を取り巻く事業環境につきましては、次期事業年度においても電子コミックを中心に携帯電子書

籍市場が拡大していくと予想しており、平成21年10月期の売上高は2,771百万円（前年比13.3％増）を

計画しております。  

利益面につきましては、新事務所移転に伴う初期費用、販売費及び一般管理費全般の固定費が上昇す

ることを踏まえ、営業利益は503百万円（前年比16.2％増）、経常利益は502百万円（前年比16.1％

増）、当期純利益は273百万円（前年比13.4％増）を予想しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当事業年度末の資産につきましては、前事業年度末に比べ565,624千円増加し2,224,656千円となりま

した。これは主としてソフトウェア159,653千円、敷金及び保証金153,652千円、繰延税金資産59,134千

円、投資有価証券67,660千円および関係会社株式71,772千円が増加した結果によります。  

 負債につきましては、前事業年度末に比べ297,778千円増加し618,809千円となりました。これは主と

して買掛金21,751千円、前受金36,343千円、未払法人税等196,548千円および本社移転費用引当金

16,000千円が増加したことによるものであります。  

 純資産につきましては、前事業年度末に比べ267,845千円増加し1,605,847千円となりました。これは

主として当期純利益240,744千円の計上による利益剰余金の増加によるものであります。 

② キャッシュ・フローの状況  

 当事業年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前事業年度末に比べ38,682千円減

少し、627,114千円となりました。  

 なお、当事業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)  

 営業活動の結果得られた資金は、636,686千円となりました。  

 これは主として、売上債権の増加17,685千円等資金の減少要因があったものの、税引前当期純利益

386,215千円の計上に加え、減価償却費156,767千円、前受金の増加36,343千円、仕入債務の増加21,751

千円等資金の増加要因があったことによるものであります。  

(投資活動によるキャッシュ・フロー)  

 投資活動の結果使用した資金は、680,429千円となりました。  

 これは主として、ソフトウェア等の無形固定資産324,251千円の取得、有形固定資産51,297千円の取

得、投資有価証券の取得67,660千円、関係会社株式の取得71,772千円、事務所移転に伴う敷金の差入れ

153,763千円等によるものであります。  

(2) 財政状態に関する分析
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(財務活動によるキャッシュ・フロー)  

 財務活動の結果得られた資金は、5,060千円となりました。  

 これは主として、長期借入金の返済14,220千円があったものの新株発行による収入19,280千円があっ

たことによるものであります。 

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
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／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・ガバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数 により算出しております。  

※有利子負債は、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ての負債を対象として

おります。  

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動による

キャッシュ・フロー」および「利息の支払額」を用いております。  

  

当社は、株主様への利益還元につきましては、経営の重要な課題の一つと認識しております。 

当社では、経営環境の変化に耐え得る経営基盤強化のための内部留保とのバランスを考慮しつつ、配

当性向を基準とする業績に応じた利益配当により利益還元を実施していくことを基本方針として参りま

す。  

 上記基本方針に基づき、当期純利益の10％を配当性向の目処とさせていただく予定です。  

 以上を踏まえ、平成20年10月期期末における１株当たりの配当金の額は800円を予定しております。 

 なお、配当性向につきましては、今後の業績に応じて適宜見直しを行っていく方針です。 

  

平成18年10月期 平成19年10月期 平成20年10月期

自己資本比率（％） 78.4 80.6 71.7

時価ベースの自己資本比率（％） ─ 239.7 138.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 22.8 63.6 1.3

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 158.3 51.0 1,844.4

(3）利益配分に関する基本方針および当期・次期の配当
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以下において、当社の事業の状況および経理の状況等に関する事項のうち、リスク要因となる可能性

があると考えられる主な事項およびその他投資家等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる事項を記

載しております。当社といたしましては、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避

および発生した場合の対応に 大限努める方針でありますが、本項目の記載は当社の事業または当社の

株式への投資に関するリスクを全て網羅するものではありません。当社の株式に関する投資判断は本項

目以外の記載内容も合わせて、慎重に検討したうえで行われる必要があると考えております。  

 なお、以下に記載のうち将来に関する事項は、別段の記載がない限り、本書提出日現在において当社

が判断したものであり、不確実性を内在しているため、実際の結果と異なる可能性があります。  

  

① 業績の変動について  

 当社の業績は、新しいソフトウェア製品の発売時期および受託制作にかかる成果物の取引先による検

収の時期に、比較的大きな売上計上となりますので、これらの影響により当社の業績も変動するという

構造となっております。 

 また、受託業務全般において、取引先から成果物に対する検収を受けることで売上計上を行っており

ますが、取引先からの受託業務の大きさ、需要動向や検収の時期による影響により、当社の業績も四半

期ごとに変動する可能性があります。 

② 主要販売先への依存について  

 当社の売上高取引金額上位となる取引先は、事業年度ごとに異なります。しかしながら、事業年度ご

とに当社の売上高のうち取引金額上位３社の合計金額に着目しますと、平成18年10月期につきましては

売上高全体の35.9％、平成19年10月期につきましては売上高全体の29.5％、平成20年10月期につきまし

ては、売上高全体の31.8％をそれぞれ占めております。  

 当社は、事業構造上、大口取引先との取引の継続は避けられず、現在の主要販売先との取引を今後も

引き続き安定的に維持することが必要となり、またそれは可能であるものと想定しております。  

 大口取引先とは継続的で良好な取引関係を維持しておりますが、しかしながら、これら主要販売先の

すべてとの間に長期または継続的な取引契約が存在するものではありませんので、万一、現在の主要販

売先との取引継続が困難となった場合には、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

③ 技術革新について  

 当社が主に事業展開しているソフトウェア業界は、技術革新の速度およびその変化度が著しい業界で

あり、新技術、新サービスが次々と生み出されております。当社としては、担当部門において当該技術

革新に対応するよう研究開発に努めております。しかしながら、万一、当該技術革新に適切に対応する

ことができなかった場合または当社が想定していない新技術、新サービスが普及等した場合には、当社

の提供するソフトウェア、サービス等が陳腐化し、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

④ 法的規制について  

 現在、当社の主な事業を推進するうえで、直接的規制を受けるような法的規制はありません。  

 しかしながら、当社は当社ホームページ上で自社製品の通信販売を行っており、当該事業については

「特定商取引に関する法律」による規制を受けております。  

 現状、通信販売の売上はわずかですが、将来的に通信販売の売上が増加した場合、今後において現行

法令の適用および新法令の制定等、当社の事業を直接的に規制する法令等が制定された場合には、当社

の事業活動に影響を及ぼす可能性があり、また、当該規制に対応するために、サービス内容の変更やコ

(4) 事業等のリスク

6

㈱セルシス（3829）平成20年10月期決算短信（非連結）



ストが増加する等、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社は顧客の個人情報を保有・管理しており、「個人情報の保護に関する法律」に規定される

個人情報取扱事業者に該当します。当社は、同法を遵守し、個人情報が含まれるデータへのアクセス権

限の制限、不正な外部侵入を未然に防止するためネットワークセキュリティを強化する等、個人情報が

外部に漏洩することのないよう、取扱いには十分に留意しております。さらに当社は、平成19年７月30

日付で、経済産業省の外郭団体である財団法人日本情報処理開発協会(JIPDEC)より、プライバシーマー

ク付与の認定を受け、個人情報保護の対策に努めております。しかしながら、完全に外部からの不正ア

クセス等を防止できる保障はなく、また、人的ミス等社内管理上の問題により、個人情報が漏洩する可

能性は常に存在します。万一、個人情報が外部に漏洩するような事態になった場合には、社会的信用の

失墜、損害賠償の請求等により、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 知的財産権について  

 当社は、これまで第三者の知的財産権に関して、これを侵害することのないよう留意し、制作・開発

を行っております。また、コンテンツの受託制作においては、第三者の知的財産権に関する許諾を取得

していること等を取引先委託企業に確認するよう努めております。しかしながら、当社の事業分野にお

ける知的財産権の現況を全て把握することは非常に困難であり、当社が把握できていないところで第三

者の知的財産権を侵害している可能性は否定できません。万一、当社が第三者の知的財産権を侵害した

場合には、当該第三者より損害賠償請求または使用差止請求等の訴えを起こされる可能性があります。

こうした場合、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

 また、当社では、特許権、商標権等の出願を行い、知的財産権の保全を図っておりますが、これらの

出願が認められない可能性や取得済みの特許権等が第三者により侵害される可能性があります。このよ

うな場合には、解決するまでに多くの費用や時間を費やすことが予想され、当社の業績に影響を及ぼす

可能性があります。  

⑥ 人材の確保および育成について  

 当社の事業拡大につきましては、急速な技術革新への対応、継続的な研究開発等が不可欠であり、こ

れらに対応する優秀な人材を適切な時期に確保し、育成することが必要であると考えております。その

ため、当社では人材確保に注力するとともに人事評価も四半期ごとに実施する等の施策を行っておりま

すが、当社が必要とする能力のある人材を計画どおりに確保または育成することができなかった場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

⑦ 事業の拡大に伴う内部管理体制の確立について  

 当社は平成20年10月31日現在、従業員数139名の組織体制となっており、内部管理体制も規模に応じ

たものとなっております。  

 当社では、業容の拡大、従業員の増加に合わせて内部管理体制の整備を進めており、今後も内部管理

体制の充実を図ってまいりますが、従業員の増加に対して組織体制の構築が順調に進まなかった場合に

は、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 出資等による業務提携について  

 当社では、当事業年度末で投資有価証券および関係会社株式171,596千円を保有しております。当社

は事業シナジーが見込める国内外のコンピュータソフトウェア関連企業に対して出資しております。 

 また、開発型企業である当社は技術獲得等のためにもＭ＆Ａおよび提携戦略は重要であり、必要に応

じてこれらを検討していく方針であります。これらの出資先は今後の当社の事業推進に貢献するものと

期待しておりますが、出資先の経営環境や経済環境の急変等何らかの事情により、出資・投資の採算が
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期待どおりにならない可能性を完全に否定できません。このような場合、出資先の株式の減損処理等に

より当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。  

  

  該当事項はありません。 

  

デジタルベースでのアニメ、マンガの制作手法と表現形態を確立し、日本の誇るコンテンツ文化を活

性化することであります。  

 日本のアニメ、マンガは世界的にも評価が高く、日本から海外に発信できる重要なコンテンツであり

ます。この制作環境のデジタル化とデジタルメディアでの流通を支援することは、日本の文化を発展さ

せ、社会に貢献することにつながると当社は確信しております。 

当社は、高い成長率を維持しつつ利益向上を図ることを課題としております。このような観点から重

要な経営指標として、売上高および経常利益をあげて企業価値の拡大を目指して行きたいと考えており

ます。 

当社はこれまで、携帯電話など新しいデジタルメディアへのコンテンツ流通を支援する「モバイル事

業」、プロシューマー向けアニメーション制作支援ソフト「RETAS！PRO」やマンガ制作ソフト

「ComicStudio」などグラフィックアプリケーションソフトの開発・販売を行う「ツール事業」、イン

タラクティブ性の高いマルチメディアコンテンツの企画・制作を行う「マルチメディアコンテンツ事

業」の３つの分野にて事業を推進してまいりました。 

 平成21年10月期以降につきましては、次のとおり事業分野の見直しを行い、さらなる成長を目指して

まいります。  

① 電子書籍サポート事業  

 携帯電話を始めとする各種プラットフォームへ、総合電子書籍ビューア「BookSurfing」を中心とし

た電子書籍配信ソリューションを提供いたします。  

 今後も継続して成長が見込める分野であり、引き続き業容の拡大・高収益化を図ってまいります。  

② クリエイターサポート事業  

 アニメーション制作支援ソフト「RETAS STUDIO」（「RETAS！PRO」シリーズの 新版）、マンガ制作

ソフト「ComicStudio」、カラーＣＧ制作ツール「IllustStudio」（仮称）等の制作ツールや各種サー

ビスを通してクリエイターをトータルに支援いたします。  

 制作ツールのデファクトスタンダードの地位を堅持するとともに、グラフィック・コンテンツの生産

から消費までを有機的に結合した環境の整備に努めてまいります。  

③ コンテンツ制作事業  

 当事業年度において「モバイル事業」に含めておりました「モバイルコンテンツ受託制作業務」と

「マルチメディアコンテンツ事業」を統合し、コンテンツの企画・制作を行います。  

 創業当時から培った高い技術力で高品質のコンテンツを提供してまいります。  

  

２ 企業集団の状況

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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 上記に掲げた目標を推進するため、自社研究開発のみならず、広く業務・資本提携をも視野に入れ

た業容の拡大を図ってまいります。  

  

当社が対処すべき課題と対処の方針は次のとおりであります。  

① 人材の確保および育成  

 当社は、急速な技術革新への対応と継続的な研究開発等が事業拡大には不可欠であり、このような環

境や変化に対応し、適切にニーズに合ったサービスを提供することが可能な体制を構築していくことが

重要であると認識しております。  

 そのために、優秀な人材の確保と育成は事業発展のための根幹と考え、適時必要な戦力となる社員の

採用を行い、育成していくことにより、業容拡大への源泉としてまいります。また、四半期ごとに人事

評価を実施するなど、人事制度面からも社員が能力を発揮するためのモチベーションを高める施策を行

ってまいります。  

② 新規事業の開拓  

 当社が長期的に発展し、株主の皆様のご期待にお応えしていくためには、社会に寄与することのでき

る有益な製品の開発や、お客様に満足頂ける製品の改良や改善、およびサービスの提供に加え、新たな

事業の創出による拡大が必須であります。これらの実現のため、当社が長年培ってきたコンピュータ・

グラフィックの領域で広く業務・資本提携をも視野に入れた業容の拡大を図ってまいります。  

③ 経営規模拡大に伴う組織的対応について  

 当社は、平成20年10月31日現在、従業員139名が在籍しておりますが、平成19年10月31日時点は119名

という組織から成長をしております。今後は従来以上に情報管理を中心に各部門の組織体制や連絡体制

を見直し、効率的・有効的な管理体制と情報伝達体制を確立してまいります。 

④ 内部統制システムについて  

 当社は、平成20年12月に内部統制の整備に関する基本方針を公表しており、基本方針に基づき内部統

制環境を整え、円滑に運用できる体制の強化に努めております。  

 会社法、金融商品取引法等で求められる「内部統制システム」の構築を整備し、経営の健全性・透明

性を維持・向上させ、当社の企業価値を高める取り組みを行ってまいります。 

該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年10月31日)

当事業年度 

(平成20年10月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 708,723 673,726

 ２ 受取手形 3,215 1,601

 ３ 売掛金 484,504 503,803

 ４ 製品 17,594 14,698

 ５ 原材料 33,690 45,913

 ６ 仕掛品 39,946 31,861

 ７ 前渡金 12,014 20,342

 ８ 前払費用 9,914 20,560

 ９ 繰延税金資産 36,706 82,912

 10 その他 1,796 6,957

   貸倒引当金 △1,560 △ 4,756

   流動資産合計 1,346,547 81.2 1,397,622 62.8 51,074

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物 20,024 10,354

    減価償却累計額 △7,135 12,888 △ 3,974 6,380

  (2) 構築物 395 ─

    減価償却累計額 △129 265 ─ ─

  (3) 器具及び備品 110,522 138,690

    減価償却累計額 △79,231 31,291 △ 104,133 34,556

  (4) 建設仮勘定 20,000

   有形固定資産合計 44,445 2.7 60,936 2.7 16,491

 ２ 無形固定資産

  (1) 特許権 891 2,450

  (2) 商標権 2,033 2,322

  (3) ソフトウェア 184,000 343,653

  (4) ソフトウェア仮勘定 ※１ 3,173 24,000

  (5) その他 10,193 9,285

   無形固定資産合計 200,291 12.0 381,712 17.2 181,421

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 32,164 99,824

  (2) 関係会社株式 ─ 71,772

  (3) 長期前払費用 ─ 10,625

  (4) 敷金及び保証金 27,839 181,491

   (5) 繰延税金資産 7,735 20,663

  (6) 出資金 10 10

   投資その他の資産合計 67,748 4.1 384,385 17.3 316,637

   固定資産合計 312,484 18.8 827,034 37.2 514,549

   資産合計 1,659,032 100.0 2,224,656 100.0 565,624
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前事業年度 

(平成19年10月31日)

当事業年度 

(平成20年10月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 78,908 100,659

 ２ 一年以内返済予定の 

   長期借入金
14,220 8,160

 ３ 未払金 25,522 32,052

 ４ 未払費用 78,626 93,768

 ５ 未払法人税等 7,242 203,790

 ６ 未払消費税等 21,821 33,001

 ７ 前受金 17,304 53,647

 ８ 預り金 9,962 14,172

 ９ 返品調整引当金 21,858 23,329

 10 本社移転費用引当金 ─ 16,000

   流動負債合計 275,466 16.6 578,583 26.0 303,116

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 8,160 ─

 ２ 退職給付引当金 37,403 40,226

   固定負債合計 45,563 2.8 40,226 1.8 △ 5,337

   負債合計 321,030 19.4 618,809 27.8 297,778

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 735,762 44.3 745,402 33.5 9,640

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 488,425 498,065

    資本剰余金合計 488,425 29.4 498,065 22.4 9,640

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

      繰越利益剰余金 113,814 354,558

    利益剰余金合計 113,814 6.9 354,558 15.9 240,744

   株主資本合計 1,338,001 80.6 1,598,026 71.8 260,024

Ⅱ 評価・換算差額等

  その他有価証券評価差額金 ─ ─ △1,897 △0.0 △1,897

Ⅲ 新株予約権 ─ ─ 9,718 0.4 9,718

   純資産合計 1,338,001 80.6 1,605,847 72.2 267,845

   負債純資産合計 1,659,032 100.0 2,224,656 100.0 565,624
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成18年11月１日  

 至 平成19年10月31日)

当事業年度 

(自 平成19年11月１日  

 至 平成20年10月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 1,773,138 100.0 2,445,754 100.0 672,615

Ⅱ 売上原価

 １ 期首製品たな卸高 9,337 17,594

 ２ 当期製品製造原価 954,322 1,168,977

   合計 963,660 1,186,572

 ３ 期末製品たな卸高 17,594 946,065 53.4 14,698 1,171,873 47.9

   売上総利益 827,073 46.6 1,273,880 52.1

   返品調整引当金戻入額 11,614 0.7 21,858 0.9

   返品調整引当金繰入額 21,858 1.2 23,329 1.0

   差引売上総利益 816,829 46.1 1,272,409 52.0 455,579

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1,2 722,540 40.8 839,420 34.3 116,880

   営業利益 94,289 5.3 432,988 17.7 338,698

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 939 1,767

 ２ 受取手数料 244 90

 ３ 受取ロイヤリティ 186 271

 ４ 受取補償金 ─ 317

 ５ その他 114 1,485 0.1 202 2,648 0.1 1,162

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 696 334

 ２ 株式交付費 8,687 ─

 ３ 為替差損 ― 530

 ４ 特許権償却費 196 1,125

 ５ 商標権償却費 305 1,446

 ６ 上場関連費用 13,658 ─

 ７ その他 344 23,888 1.3 ─ 3,436 0.1 △ 20,451

   経常利益 71,887 4.1 432,200 17.7 360,312

Ⅵ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ― 7,495

 ２ 固定資産売却損 ※３ 8,162 5,599

 ３ ソフトウェア償却費 ※４ 27,967 1,597

 ４ たな卸資産評価損 3,593 4,709

 ５ たな卸資産廃棄損 8,738 2.8 10,583

 ６ 本社移転費用 ─ 48,462 16,000 45,985 1.9 △ 2,477

   税引前当期純利益 23,424 1.3 386,215 15.8 362,790

   法人税、住民税 

   及び事業税
3,726 204,605

   法人税等調整額 △18,868 △15,141 △0.9 △ 59,134 145,470 6.0 ─

   当期純利益 38,566 2.2 240,744 9.8 202,177
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製造原価明細書 

 
  

（注） ※１ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

    ※２ 主な内訳は、次のとおりであります。 

 
  

  （原価計算の方法） 

  当社の原価計算は、個別原価計算を採用しております。 

  

前事業年度
(自 平成18年11月１日 
  至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

Ⅰ 材料費 147,210 12.8 217,274 15.0 70,063

Ⅱ 労務費 558,845 48.6 683,508 47.2 124,663

Ⅲ 外注費 228,890 19.9 328,463 22.7 99,572

Ⅳ 経費 ※１ 215,175 18.7 219,519 15.1 4,344

  当期総製造費用 1,150,121 100.0 1,448,765 100.0 298,643

  期首仕掛品たな卸高 35,639 39,946

合計 1,185,761 1,488,712

  他勘定振替 ※２ 191,492 287,873

  期末仕掛品たな卸高 39,946 31,861

  当期総製造原価 954,322 1,168,977

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

消耗品費 11,100 12,031

賃借料 31,460 39,028

減価償却費 137,934 140,980

募集費 17,541 4,142

支払手数料 5,451 8,060

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

ソフトウェア仮勘定 113,077 229,104

研究開発費 73,265 53,382

その他 5,150 5,386

計 191,492 287,873
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前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成18年10月31日残高(千円) 548,455 301,385 301,385

事業年度中の変動額

 新株の発行 187,306 187,040 187,040

 当期純利益

事業年度中の変動額合計(千円) 187,306 187,040 187,040

平成19年10月31日残高(千円) 735,762 488,425 488,425

株主資本

純資産合計

利益剰余金

株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年10月31日残高(千円) 75,247 75,247 925,088 925,088

事業年度中の変動額

 新株の発行 374,347 374,347

 当期純利益 38,566 38,566 38,566 38,566

事業年度中の変動額合計(千円) 38,566 38,566 412,913 412,913

平成19年10月31日残高(千円) 113,814 113,814 1,338,001 1,338,001
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当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日) 

  

 
  

 
  

  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年10月31日残高(千円) 735,762 488,425 488,425

事業年度中の変動額

 新株の発行 9,640 9,640 9,640

 当期純利益

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 
(千円)

9,640 9,640 9,640

平成20年10月31日残高(千円) 745,402 498,065 498,065

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計
利益剰余金

株主資本合計
その他有価証券評

価差額金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
繰越利益剰余金

平成19年10月31日残高(千円) 113,814 113,814 1,338,001 ― ― 1,338,001

事業年度中の変動額

 新株の発行 19,280 19,280

 当期純利益 240,744 240,744 240,744 240,744

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額（純額）

△1,897 9,718 7,821

事業年度中の変動額合計 
(千円)

240,744 240,744 260,024 △1,897 9,718 267,845

平成20年10月31日残高(千円) 354,558 354,558 1,598,026 △1,897 9,718 1,605,847
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成18年11月１日 

 至 平成19年10月31日)

当事業年度 

(自 平成19年11月１日  

 至 平成20年10月31日)

比較増減

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

 １ 税引前当期純利益 23,424 386,215 362,790

 ２ 減価償却費 147,008 156,767 9,759

 ３ 株式報酬費用 ─ 9,718 9,718

 ４ 貸倒引当金の増減額(減少△) 719 3,195 2,476

 ５ 返品調整引当金の増減額(減少△) 10,243 1,471 △8,771

 ６ 退職給付引当金の増減額(減少△) 6,590 2,822 △3,768

 ７ 本社移転費用引当金の増減額(減少△) ─ 16,000 16,000

 ８ 受取利息 △939 △1,767 △827

 ９ 支払利息 696 334 △362

 10 株式交付費 8,687 ─ △8,687

 11 特許権償却費 196 1,125 928

 12 商標権償却費 305 1,446 1,140

 13 固定資産売却損 8,162 5,599 △2,562

 14 固定資産除却損 ─ 7,495 7,495

 15 ソフトウェア償却費 27,967 1,597 △26,370

 16 売上債権の増減額（増加△） △224,829 △17,685 207,144

 17 たな卸資産の増減額（増加△） △25,447 △1,241 24,206

 18 仕入債務の増減額（減少△） 45,483 21,751 △23,732

 19 未払金の増減額（減少△） △6,404 7,509 13,914

 20 前受金の増減額（減少△） ─ 36,343 36,343

 21 その他の資産の増減額（増加△） △10,616 △25,924 △15,307

 22 その他の負債の増減額（減少△） 24,381 33,143 8,761

    小計 35,629 645,918 610,289

 23 利息の受取額 939 1,767 827

 24 利息の支払額 △689 △345 344

 25 法人税等の支払額 △717 △10,653 △9,936

   営業活動によるキャッシュ・フロー 35,161 636,686 601,525

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △3,606 △3,685 △79

 ２ 有形固定資産の取得による支出 △27,154 △51,297 △24,142

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △149,923 △324,251 △174,327

 ４ 無形固定資産の売却による収入 8,000 7,000 △1,000

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △30,000 △67,660 △37,660

 ６ 関係会社株式の取得による支出 ─ △71,772 △71,772

 ７ 敷金の差入れによる支出 △4,048 △153,763 △149,714

 ８ 長期前払費用の支出 ─ △15,000 △15,000

   投資活動によるキャッシュ・フロー △206,733 △680,429 △473,696

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △22,080 △14,220 7,860

 ２ 株式の発行による収入 365,660 19,280 △346,379

   財務活動によるキャッシュ・フロー 343,580 5,060 △338,519

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額又は減少額 172,008 △38,682 △210,690

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 493,788 665,796 172,008

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 665,796 627,114 △38,682
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(5) 重要な会計方針

項目
前事業年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

     ───── 

  

その他有価証券 

時価のないもの 

 移動平均法による原価法 

 

子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法 

その他有価証券 

時価のないもの 

 同左

２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法

(1) 製品及び原材料 

  移動平均法に基づく原価法 

(2) 仕掛品 

  個別法に基づく原価法 

 

(1) 製品及び原材料 

   同左 

(2) 仕掛品 

   同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

  定率法によっております。 

 (ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物については、定額法を採

用しております。) 

 なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。 

 建物     ３～15年 

 構築物      10年 

 器具及び備品 ４～６年

(1) 有形固定資産 

   同左

(2) 無形固定資産

  定額法によっております。

 (自社利用のソフトウェア)

  社内における利用可能期間(５年)

に基づく定額法によっております。

 (市場販売目的のソフトウェア)

  見込販売数量に基づく償却額と、

残存見込販売有効期間に基づく均等

償却額との、いずれか大きい金額を

計上しております。なお、当期にお

ける見込販売有効期間は３年として

おります。

(2) 無形固定資産 

   同左 

 (自社利用のソフトウェア) 

   同左 

  

 (市場販売目的のソフトウェア) 

   同左

(3) 長期前払費用

  均等償却によっております。

(3) 長期前払費用 

   同左

４ 繰延資産の処理方法  株式交付費は、支出時に全額費用処

理しております。

────
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項目
前事業年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率

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。

(1) 貸倒引当金 

   同左

(2) 返品調整引当金

  将来発生する見込みの返品による

損失に備えるため、過去の返品実績

率により計上しております。

(2) 返品調整引当金 

   同左

(3) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備えるため、

当期末における自己都合要支給額の

見込額に基づき、計上しておりま

す。

────

(3) 退職給付引当金 

   同左 

  

 

 

(4) 本社移転費用引当金  
 本社移転に伴い発生する損失に備え
るため、これに係る原状回復工事費用
の見積額を計上しております。 
 

６ リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

 

  同左

７ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

 手許現金、要求払預金および取得日

から３ヵ月以内に満期日又は償還日の

到来する流動性の高い、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短期的な投

資であります。 

 

  同左

８ その他財務諸表作成のた

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、税抜き方式によっております。 

 

 消費税等の会計処理 

  同左
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(会計処理の変更)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 (固定資産の減価償却方法の変更)  

 当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降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の方法に変更しております。こ

の変更による影響は軽微であります。 

 また、この変更については受入準備が整った当下半期

になされたために、中間・期末の首尾一貫性を欠くこと

になっております。従って当中間会計期間は従来の方法

によっており、当事業年度と同一の方法によった場合と

比較して、営業利益、経常利益及び税引前中間純利益は

３千円それぞれ多く計上されております。  

 

 ──────────

(追加情報)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

       ──────────

 

（有形固定資産の減価償却の方法）

 平成19年度の法人税法改正に伴い、平成19年３月31日

以前に取得した資産については、改正前の法人税法に基

づく減価償却方法の適用により取得価額の５％に到達し

た事業年度の翌事業年度より、取得価額の５％相当額と

備忘価額との差額を５年間にわたり均等償却し、減価償

却費に含めて計上しております。 

 これによる損益に与える影響は軽微であります。
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(6) 注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年10月31日)

当事業年度 
(平成20年10月31日)

───── 

  

  

 

※１ 関係会社に対する資産及び負債

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているもの

は、次のとおりです。

 ソフトウェア仮勘定      24,000千円 

 

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

(千円)

広告宣伝費 42,294

給与手当および賞与 266,534

役員報酬 64,410

法定福利費 36,500

賃借料 35,776

研究開発費 73,265

減価償却費 9,073

貸倒引当金繰入額 719

退職給付費用 2,517

支払手数料 56,028

 
 

※１ 販売費及び一般管理費の主なもの

(千円)

広告宣伝費 51,183

給与手当および賞与 312,729

役員報酬 90,990

法定福利費 42,511

賃借料 46,925

研究開発費 53,382

減価償却費 11,412

貸倒引当金繰入額 4,289

退職給付費用 2,325

支払手数料 72,004

 

 

おおよその割合 (％)

 販売費 7.1

 一般管理費 92.9

 
 

おおよその割合 (％)

 販売費 7.3

 一般管理費 92.7

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、73,265千円

であります。

※３ 固定資産売却損の内訳は、ソフトウェア8,162千

円であります。 

  

※４ ソフトウェア償却費は、見込販売数量の著しい減

少が見込まれるため、経済価値の減少部分を損失と

して処理しております。

※２ 研究開発費の総額 

 一般管理費に含まれる研究開発費は、53,382千円

であります。

※３ 固定資産売却損の内訳は、ソフトウェア5,599 千

円であります。 

  

※４ 同左
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前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 有償一般募集による増加        2,250株 

 ストック・オプションの行使による増加   816株 

  
  

  
２．新株予約権等に関する事項 

 
(注) 価格がゼロまたは会社法の施行日前に付与されたストック・オプションであるため、残高はありません。 

  

 ３．配当に関する事項 

   該当事項はありません。 

  

  

当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日） 

１．発行済株式に関する事項 

   
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 ストック・オプションの行使による増加     354株 

  
  

２．新株予約権等に関する事項 

 
  

 ３．配当に関する事項 

  （1）配当金の支払額 

   該当事項はありません。   

  

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 26,385 3,066 ― 29,451

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

― ― ― ― ― （注）―

合計 ― ― ― ― ― ―

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 29,451 354 － 29,805

内訳
目的となる 
株式の種類

目的となる株式の数(株） 当事業 
年度末残高 
（千円）

前事業
年度末

増加 減少
当事業
年度末

ストック・オプション
としての新株予約権

─ ― ─ ─ ─ 9,718

合計 ― ― ─ ─ ─ 9,718
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  （2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

 
  

  

  

 
  

決議 株式の種類 配当の原資
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21年１月29日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 23,844 800

平成20年 

10月31日

平成21年 

１月30日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成19年10月31日現在)

(千円)

現金及び預金 708,723

預入期間３ヵ月超の定期預金 △42,926

現金及び現金同等物 665,796
  

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

(平成20年10月31日現在)

(千円)

現金及び預金 673,726

預入期間３ヵ月超の定期預金 △46,612

現金及び現金同等物 627,114
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引

 ① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両 1,085 958 126

器具及び  
備品

20,229 2,580 17,648

ソフト 
ウェア

39,655 1,321 38,333

合計 60,970 4,861 56,109

 
 

取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

車両 ─ ─ ─

器具及び
備品

28,369 6,925 21,443

ソフト
ウェア

47,669 10,124 37,545

合計 76,038 17,049 58,989

 

 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

(千円)

１年以内 10,955

１年超 45,717

合計 56,672

 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

(千円)

１年以内 14,081

１年超 46,150

合計 60,231

 

 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(千円)

支払リース料 4,686

減価償却費相当額 4,215

支払利息相当額 737

 
 

 ③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額

(千円)

支払リース料 14,560

減価償却費相当額 13,273

支払利息相当額 1,943

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法

    減価償却費相当額の算定方法

     リース期間を耐用年数とし、残存価額を零と

する定額法によっております。

    利息相当額の算定方法

     リース料総額とリース物件の取得価額相当額

の差額を利息相当額とし、各期への配分方法に

ついては、利息法によっております。

 

 ④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算定方法 

    減価償却費相当額の算定方法 

     同左 

  

    利息相当額の算定方法 

     同左

 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

(千円)

１年以内 46

１年超 ―

合計 46

 
 

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

(千円)

１年以内 469

１年超 1,588

合計 2,058
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   該当事項はありません。 

  

   該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

前事業年度(平成19年10月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 32,164

当事業年度(平成20年10月31日)

時価評価されていない主な有価証券の内容

内容 貸借対照表計上額(千円)

その他有価証券

 非上場株式 99,824

子会社株式及び関連会社株式

 関連会社株式 71,772

(デリバティブ取引関係)

  前事業年度（自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日）

  当事業年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

  当社は確定給付型の制度として退職金規程に基づく

退職一時金制度を採用しております。

１ 採用している退職給付制度の概要

   同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

(千円)

退職給付債務 37,403

退職給付引当金 37,403

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(千円)

退職給付債務 40,226

退職給付引当金 40,226

(注) 当社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法

を採用しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(千円)

勤務費用 8,507

退職給付費用 8,507

(注) 当社は簡便法を採用しているため、退職給付

費用はすべて勤務費用としております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(千円)

勤務費用 8,667

退職給付費用 8,667

(注) 当社は簡便法を採用しているため、退職給付

費用はすべて勤務費用としております。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

  当社は簡便法の退職給付に係る期末自己都合要支給

額を退職給付債務とする方法を採用しているため、基

礎率等について記載しておりません。

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

   同左
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(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５日付けで１株を３株と

する株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。 

２ 権利を付与された者が、当社の役員または従業員たる地位を失った場合、これを行使することはできない。 

３ 新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。 

４ 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社と協力関係にあることを要する。 

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員10名
当社取締役４名 
当社従業員18名

ストック・オプションの付与数 普通株式 120株 (注)１ 普通株式 546株 (注)１

付与日 平成12年９月25日 平成13年８月27日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成14年10月１日
～平成22年９月19日

平成15年９月１日 
～平成23年８月21日

 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名
当社従業員14名

当社取締役５名 
当社監査役１名 
当社従業員35名

ストック・オプションの付与数 普通株式 402株 (注)１ 普通株式 567株 (注)１

付与日 平成14年１月31日 平成16年８月３日

権利確定条件 (注)２ (注)３

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成16年２月１日
～平成24年１月29日

平成18年２月１日 
～平成26年１月27日

 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名
当社取締役５名 
当社監査役１名 
当社従業員13名

ストック・オプションの付与数 普通株式 15株 (注)１ 普通株式 1,800株 (注)１

付与日 平成16年８月３日 平成17年10月28日

権利確定条件 (注)４ (注)５

対象勤務期間 ― (注)６

権利行使期間
平成18年２月１日
～平成26年１月27日

平成19年３月１日 
～平成27年２月15日

 

平成18年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役２名 
当社従業員39名

ストック・オプションの付与数 普通株式 900株 (注)１

付与日 平成18年７月28日

権利確定条件 (注)５

対象勤務期間 (注)６

権利行使期間
平成20年２月１日
～平成28年１月24日

26

㈱セルシス（3829）平成20年10月期決算短信（非連結）



５ 新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会で認めた場合はこの限り

ではない。 

６ 対象勤務期間の定めはありません。    

  

 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 60 438

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 12 297

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 48 141
 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利確定前

 前事業年度末(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 303 501

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 150 105

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 153 396
 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) ― 1,788

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― 3

 権利確定(株) ― 1,785

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 15 ―
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(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年

９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載し

ております。 

  

 

 

 

 
(注) 権利行使価格については、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っており、当該株式分割に

よる調整後の権利行使価格を記載しております。 

  

 権利確定(株) ― 1,785

 権利行使(株) ― 252

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 15 1,533
 

平成18年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) 900

 付与(株) ―

 失効(株) 51

 権利確定(株) ―

 未確定残(株) 849

権利確定後

 前事業年度末(株) ―

 権利確定(株) ―

 権利行使(株) ―

 失効(株) ―

 未行使残(株) 849

② 単価情報

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利行使価格(円) 22,223 53,334

行使時平均株価(円) 81,800 88,600

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) 160,000 158,571

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) ― 86,400

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成18年ストック・オプション

権利行使価格(円) 80,000

行使時平均株価(円) ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

―
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平成18年ストック・オプションの単価は、未公開企業であったため単位当たりの本源的価値を見

積る方法により算定しております。 

 また、単位当たりの本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、割引キャッシュ・フロ

ー法により算定しております。  

 なお、当事業年度末における本源的価値の合計額は46,695千円であります。  

  

２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 
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 １．ストック・オプションに係る当該事業年度における費用計上額及び科目名 

  売上原価の株式報酬費用        4,583千円 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  5,134千円 

  

  

 

 

 

当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

(1) ストック・オプションの内容

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 当社従業員10名
当社取締役４名 
当社従業員18名

ストック・オプションの付与数 普通株式 120株 (注)１ 普通株式 546株 (注)１

付与日 平成12年９月25日 平成13年８月27日

権利確定条件 (注)２ (注)２

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成14年10月１日
～平成22年９月19日

平成15年９月１日 
～平成23年８月21日

 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

付与対象者の区分及び人数
当社取締役４名
当社従業員14名

当社取締役５名 
当社監査役１名 
当社従業員35名

ストック・オプションの付与数 普通株式 402株 (注)１ 普通株式 567株 (注)１

付与日 平成14年１月31日 平成16年８月３日

権利確定条件 (注)２ (注)３

対象勤務期間 (注)６ (注)６

権利行使期間
平成16年２月１日
～平成24年１月29日

平成18年２月１日 
～平成26年１月27日

 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数 社外協力者１名
当社取締役５名 
当社監査役１名 
当社従業員13名

ストック・オプションの付与数 普通株式 15株 (注)１ 普通株式 1,800株 (注)１

付与日 平成16年８月３日 平成17年10月28日

権利確定条件 (注)４ (注)５

対象勤務期間 ― (注)６

権利行使期間
平成18年２月１日
～平成26年１月27日

平成19年３月１日 
～平成27年２月15日

 

平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

付与対象者の区分及び人数
当社取締役５名
当社監査役２名 
当社従業員39名

当社取締役１名 
当社監査役２名 
当社従業員65名

ストック・オプションの付与数 普通株式 900株 (注)１ 普通株式 200株 

付与日 平成18年７月28日 平成19年11月22日

権利確定条件 (注)５ (注)５

対象勤務期間 (注)６
平成19年11月26日  
～平成21年11月25日

権利行使期間
平成20年２月１日
～平成28年１月24日

平成21年11月26日 
～平成28年11月25日
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(注) １ 株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年９月５日付けで１株を３株と

する株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載しております。 

２ 権利を付与された者が、当社の役員または従業員たる地位を失った場合、これを行使することはできない。

３ 新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。 

４ 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社と協力関係にあることを要する。 

５ 新株予約権の割当を受けた者が当社取締役、監査役または従業員の場合は、権利行使時において、当社の取

締役、監査役または従業員たる地位を保有していることとする。ただし、取締役会で認めた場合はこの限り

ではない。 

６ 対象勤務期間の定めはありません。    

  

 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況

① ストック・オプションの数

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 48 141

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) ― 75

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 48 66
 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利確定前

 前事業年度末(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 153 396

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 33 ―

 失効(株) ― 12

 未行使残(株) 120 384
 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) ― ―

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― ―
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(注) ストック・オプションの数は、株式数に換算して記載しております。なお、株式数につきましては、平成18年

９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っておりますが、当該株式分割による調整後の株式数を記載し

ております。 

  

 

 

 

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 15 1,533

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) ― 231

 失効(株) ― 3

 未行使残(株) 15 1,299
 

平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

権利確定前

 前事業年度末(株) 849 ―

 付与(株) ― 200

 失効(株) ― 13

 権利確定(株) 849 ―

 未確定残(株) ― 187

権利確定後

 前事業年度末(株) ― ―

 権利確定(株) 849 ―

 権利行使(株) 15 ―

 失効(株) 48 ―

 未行使残(株) 786 ―

② 単価情報

平成12年ストック・オプション 平成13年ストック・オプション

権利行使価格(円) 22,223 53,334

行使時平均株価(円) ― 106,000

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成14年ストック・オプション 平成16年ストック・オプション①

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) 108,636 ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成16年ストック・オプション② 平成17年ストック・オプション

権利行使価格(円) 53,334 53,334

行使時平均株価(円) ― 128,273

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
 

平成18年ストック・オプション 平成19年ストック・オプション

権利行使価格(円) 80,000 139,555
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(注) 権利行使価格については、平成18年９月５日付けで１株を３株とする株式分割を行っており、当該株式分割に

よる調整後の権利行使価格を記載しております。 

  

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法  

当事業年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方

法は以下のとおりであります。 

①使用した算定技法  ブラック・ショールズ式 

  

②主な基礎数値及び見積方法 

 
(注) １ 平成18年12月12日に名古屋証券取引所セントレックスに上場いたしましたが、公開後の日が浅く、十分な量の

株価情報を収集することが困難であるため、類似する企業に関する株価情報に基づき株価変動性を見積もり、

不足する情報量を補い算定しております。 

    ２ 発行日(平成19年11月26日)から権利行使 終日(平成28年11月25日)までを予想残存期間としております。 

    ３ 平成18年10月期及び平成19年10月期の配当実績によっております。 

    ４ 予想残存期間に対応する期間に対応する長期国債の利回りであります。 

  

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法

を採用しております。 

  

行使時平均株価(円) 99,200 ―
付与日における公正な 
評価単価（円）

― 101,893

平成19年ストック・オプション

株価変動性(注)１ 77.39％

予想残存期間(注)２ ９年

予想配当(注)３ ０円／株

無リスク利子率(付与日)(注)４ 1.675％
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成19年10月31日)

当事業年度
(平成20年10月31日)

 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

流動資産

 繰延税金資産 （千円）

  未払費用 22,367

  未払事業税 2,825

  未払事業所税 1,156

  返品調整引当金 8,894

  たな卸資産評価損 1,462

 繰延税金資産合計 36,706

固定資産

 繰延税金資産 （千円）

  退職給付引当金 15,219

  ソフトウェア償却費 11,380

 繰延税金資産小計 26,599

  評価性引当金 △18,864

 繰延税金資産合計 7,735

 
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

流動資産

 繰延税金資産 （千円）

  未払費用 28,361

  未払事業税 17,968

  未払事業所税 1,329

  貸倒引当金 1,505

  返品調整引当金 9,492

  本社移転費用引当金 6,510

  分割売上否認 15,828

  たな卸資産評価損 1,916

 繰延税金資産合計 82,912

固定資産

 繰延税金資産 （千円）

  退職給付引当金 16,367

  ソフトウェア償却費 4,295

  その他有価証券評価差額金 771

 繰延税金資産小計 21,434

  評価性引当金 △771

 繰延税金資産合計 20,663

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.7

（調整）

 交際費等永久に損金に算入されない項目 17.9

 住民税均等割額等 

 特別税額控除

2.3 

△3.3

 評価性引当額 △121.2

 その他 △1.0

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 △64.6

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

(％)

法定実効税率 40.7

（調整）

 交際費等永久に損金に算入されない項目 2.4

 住民税均等割額等 

 特別税額控除

0.6 

△1.3

 評価性引当額 △4.7

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 37.7
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    該当事項はありません。 

  

  

 関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

   
  

  

(企業結合等関係)

(持分法投資損益等)

前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

項目
当事業年度

（平成20年10月31日)

関連会社に対する投資の金額(千円) 71,772

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 71,772

持分法を適用した場合の投資損失の金額(千円) ─
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１）役員及び個人主要株主等 

 
（注）取引条件および取引条件の決定方針 

※１ 平成17年ストック・オプションは行使条件に従い、決定しております。 

※２ 平成13年ストック・オプションおよび平成14年ストック・オプションは行使条件に従い、決定し

ております。 

※３ 平成18年ストック・オプションは行使条件に従い、決定しております。 

  

 
（注）１ 上記金額には消費税は含まれておりません。 

   ２ 関連会社との取引条件は一般の取引慣行に基づき決定しております。 
  

(関連当事者との取引)

前事業年度(自 平成18年11月１日 至 平成19年10月31日)

  該当事項はありません。

当事業年度(自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日)

属性
会社等の 
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内容
又は職業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

役員 川上陽介 ─ ─
当社取締役
会長

（所有）
直接
15.6％

─ ─

ストック・
オプション
の権利行使
※１

11,840 ─ ─

役員 野﨑愼也 ─ ─
当社代表取
締役社長

（所有）
直接
1.7％

─ ─

ストック・
オプション
の権利行使
※２

5,600 ─ ─

役員 小林恒夫 ─ ─ 当社監査役
（所有）
直接
0.5％

─ ─

ストック・
オプション
の権利行使
※３

1,200 ─ ─

２）子会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
（千円）

事業の内
容又は職

業

議決権等
の所有
（被所
有）割合
（％）

関係内容
取引の
内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上
の関係

関連会社
5digistar
株式会社

兵庫県 
神戸市

148,888
ソフトウ
ェア開発

（所有）
直接
19.6％

兼任２
名

ソフトウ
ェア開発

資 金 の

貸付

 
31,500 

 
─ ─

利 息 の

受取
173 ─ ─

ソ フ ト

ウ ェ ア

開 発 の

外注等

24,000

ソ フ ト

ウ ェ ア

仮勘定

24,000

6,000
ソ フ ト

ウェア
5,500
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

  

 
  

２ 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 

  

 
  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１株当たり純資産額 45,431円45銭 53,552円39銭

１株当たり当期純利益 1,331円80銭 8,152円53銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 1,252円48銭 7,762円68銭

項目
前事業年度

（平成19年10月31日)
当事業年度

（平成20年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,338,001 1,605,847

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,338,001 1,596,129

差額の主な内訳（千円） 

 新株予約権
─ 9,718

1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普

通株式数(株)
29,451 29,805

項目
前事業年度

(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

１株当たり当期純利益金額

 損益計算書上の当期純利益(千円) 38,566 240,744

 普通株式に係る当期純利益(千円) 38,566 240,744

 普通株主に帰属しない金額(千円) ― ─

 普通株式の期中平均株式数(株) 28,958 29,530

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 ― ─

 普通株式増加数（株） 1,834 1,483

 （うち新株予約権（株）） （1,834） （1,483）

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まれなかった潜在株

式の概要

──── 

 

新株予約権１種類(新株予

約権の数187個)
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成18年11月１日
至 平成19年10月31日)

当事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

（ストック・オプションの付与）

 当社は、平成19年11月22日開催の取締役会決議に基づ

き、平成19年11月26日付けで当社の取締役、監査役及び

従業員に対して、ストック・オプションを付与いたしま

した。その主な内容は次のとおりであります。 

 

（1）ストック・オプションの割当を受ける者及び割当て 

     るストック・オプションの数 

   当社の取締役１名に40個、当社の監査役２名に８ 

    個、当社の従業員65名に152個を割り当てる。

（2）ストック・オプションの目的となる株式の種類及び
     数 

    当社普通株式200株 

（3）ストック・オプションの発行価額 

   無償で発行するものとする

（4）発行するストック・オプションの総数 

   200個（ストック・オプション１個につき普通株１ 

     株）

（5）ストック・オプションの行使に際して出資される財 

     産の価額 

   ストック・オプション１個当たり 139,555円 

  （１株当たり 139,555円） 

（6）ストック・オプションの行使により普通株式を発行 

     する場合における発行価額の総額 

   27,911,000円

（7）ストック・オプションの行使期間

  平成19年11月26日から平成28年11月25日までとする。

───────
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該当事項はありません。 

  

  

  

 １．生産実績 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 ２．受注状況 

  ①受注高 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  ②受注残高 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

５ その他

(1) 役員の異動

(2) 生産、受注及び販売の状況

事業の種類別
前事業年度 

(自 平成18年11月１日  
 至 平成19年10月31日)

当事業年度 
(自 平成19年11月１日  
 至 平成20年10月31日)

前年同期比(％)

モバイル事業（千円） 713,151 956,607 134.1

ツール事業（千円） 219,258 294,747 134.4

マルチメディアコンテンツ事業
（千円）

217,711 197,410 90.7

合計 1,150,121 1,448,765 126.0

事業の種類別
前事業年度 

(自 平成18年11月１日  
 至 平成19年10月31日)

当事業年度 
(自 平成19年11月１日  
 至 平成20年10月31日)

前年同期比(％)

モバイル事業（千円） 1,352,922 1,579,684 116.8

ツール事業（千円） 356,796 381,510 106.9

マルチメディアコンテンツ事業
（千円）

263,239 252,607 96.0

合計 1,972,959 2,213,802 112.2

事業の種類別
前事業年度 

(自 平成18年11月１日  
 至 平成19年10月31日)

当事業年度 
(自 平成19年11月１日  
 至 平成20年10月31日)

前年同期比(％)

モバイル事業（千円） 293,946 70,379 23.9

ツール事業（千円） ─ ─ ─

マルチメディアコンテンツ事業
（千円）

22,575 14,190 62.9

合計 316,521 84,570 26.7
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  ③販売実績 

 
（注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。  

  

  

事業の種類別
前事業年度 

(自 平成18年11月１日  
 至 平成19年10月31日)

当事業年度 
(自 平成19年11月１日  
 至 平成20年10月31日)

前年同期比(％)

モバイル事業（千円） 1,157,202 1,803,251 155.8

ツール事業（千円） 356,796 381,510 106.9

マルチメディアコンテンツ事業
（千円）

259,139 260,992 100.7

合計 1,773,138 2,445,754 137.9
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