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1.  平成21年10月期第1四半期の業績（平成20年11月1日～平成21年1月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年10月期第1四半期 609 19.6 26 223.4 26 282.3 16 ―

20年10月期第1四半期 509 80.0 8 ― 7 ― △15 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年10月期第1四半期 539.99 520.13
20年10月期第1四半期 △534.98 ―

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

21年10月期第1四半期 1,902 1,599 83.4 53,251.46
20年10月期 2,224 1,605 71.7 53,552.39

（参考） 自己資本   21年10月期第1四半期  1,587百万円 20年10月期  1,596百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（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

20年10月期 ― ― ― 800.00 800.00
21年10月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年10月期（予想） ――― ― ― 900.00 900.00

3.  平成21年10月期の業績予想（平成20年11月1日～平成21年10月31日） 
（％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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 4. その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年10月期第1四半期  29,808株 20年10月期  29,805株

② 期末自己株式数 21年10月期第1四半期  ―株 20年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年10月期第1四半期  29,805株 20年10月期第1四半期  29,530株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2.本資料に記載されている業績予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。  
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(1) 事業の部門別セグメントの変更 

当社は、当第１四半期から事業の部門別セグメントを変更しており、前第１四半期比較にあたっては、
前第１四半期分を変更後の区分に組替えております。  
 従来まで、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」シリーズ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。  
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。 
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
の提供を通してクリエイターをトータルに支援いたします。 
コンテンツ制作事業 
前事業年度において「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。 

  

(2) 業績の状況 
平成21年１月末で携帯電話の契約加入台数は１億609万台（前年同期比5.2％増）、その中で第三世代携

帯電話の契約数は9,687万台と、全契約数の91.3％超（前年同期は8,444万台、全契約数の83.7％）となっ
ております。（出所：社団法人電気通信事業者協会 発表「携帯電話・ＰＨＳ契約数」）  
 このような経営環境の中、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）、ソフトバンク、ウ
ィルコム、イー・モバイルの５キャリア合計686サイト（前年同月比40.6％増）となりました。 
 また、携帯電話で閲覧できるコンテンツのファイル数の拡大傾向は続いており、携帯電子書籍市場全体
で280万ファイル以上となっております。  
 携帯電子書籍市場の成長の中、総合電子書籍ビューア「BookSurfing」を軸として推進する電子書籍サ
ポート事業につきましては、電子コミックを主とした電子書籍分野の拡大に伴い堅調に推移し、売上高は
419,037千円（前年同期比30.8％増）となりました。  
 また、クリエイターをトータルに支援するクリエイターサポート事業につきましては、マンガ制作ソフ
トウェア「ComicStudio」の販売が堅調に推移したこと、当第１四半期からアニメ制作支援ソフトウェア
「RETAS STUDIO」（一般ユーザーが本格的なアニメを制作できる、従来の「RETAS！PRO」シリーズのオー
ルインワンのソフトウェア）の販売を開始したことにより、売上高は102,298千円（前年同期比83.7％
増）となりました。  
 モバイルコンテンツ、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コンテ
ンツ制作事業の売上高は、88,505千円（前年同期比33.8％減）となり、第１四半期における総売上高は
609,841千円（前年同期比19.6％増）となりました。  
 利益面につきましては、売上が堅調に推移していることから、事務所移転に伴う費用、販売費及び一般
管理費全般が増加したものの、第１四半期における営業利益は26,879千円（前年同期は8,311千円の営業
利益）、経常利益は26,888千円（前年同期は7,034千円の経常利益）、四半期純利益は16,094千円（前年
同期は15,755千円の四半期純損失）となりました。 
  

  

  
(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期末における資産は、前事業年度末に比べ322,151千円減少し1,902,505千円となりました。
これは主として、建物附属設備等の有形固定資産が19,798千円、ソフトウエア等の無形固定資産が49,082
千円増加したものの、法人税等の納付や本社移転に関連する支出等により現金及び預金が380,347千円減
少、敷金及び保証金が27,728千円減少したことによります。  
 負債につきましては、前事業年度末に比べ315,344千円減少し303,464千円となりました。これは主とし
て未払法人税等190,476千円、未払消費税等23,185千円、前受金39,574千円および未払費用29,324千円が
減少したことによるものであります。  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

㈱セルシス（3829）平成21年度10月期 第1四半期決算短信（非連結）

2



 純資産につきましては、前事業年度末に比べ6,806千円減少し1,599,040千円となりました。これは主
として四半期純利益16,094千円を計上する一方、配当金の支払23,844千円により利益剰余金の減少による
ものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末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
380,947千円減少し、246,166千円となりました。  
 なお、当第１四半期会計期間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、233,826千円となりました。  
これは主として、税引前四半期純利益の計上28,487千円、減価償却費50,252千円、たな卸資産の減少額
20,113千円等資金の増加があったものの、売上債権の増加額12,401千円、法人税等の支払による支出額
198,618千円、前受金の減少額39,574千円、その他の負債の減少額55,843千円等資金の減少があったこと
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、120,917千円となりました。  
これは主として、ソフトウェア等の無形固定資産89,426千円の取得、有形固定資産26,890千円の取得等に
よるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

 財務活動の結果使用した資金は、26,203千円となりました。  
これは主として、配当金の支払による支出23,844千円があったことによるものであります。 
  
  

  

業績予想につきましては、平成20年10月期決算発表時（平成20年12月12日）に公表した第２四半期累計
期間及び通期とも、本資料発表時現在において変更はありません。 
  
  

  

3. 業績予想に関する定性的情報
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①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

  

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 
当第１四半期会計期間を含む事業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する方法としております。 

  

  

  

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表
に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財
務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  
②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９
号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、移動平均法による原価法から移動平均
法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益に与え
る影響はありません。 

  

  

4. その他
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 293,378 673,726

受取手形 12,189 1,601

売掛金 505,617 503,803

製品 17,578 14,698

原材料 47,775 45,913

仕掛品 7,006 31,861

前渡金 30,521 20,342

前払費用 26,836 20,560

繰延税金資産 82,912 82,912

その他 12,753 6,957

貸倒引当金 △3,157 △4,756

流動資産合計 1,033,412 1,397,622

固定資産   

有形固定資産   

建物 52,014 10,354

減価償却累計額 △6,187 △3,974

建物（純額） 45,827 6,380

工具、器具及び備品 144,053 138,690

減価償却累計額 △109,145 △104,133

工具、器具及び備品（純額） 34,908 34,556

建設仮勘定 － 20,000

有形固定資産合計 80,735 60,936

無形固定資産   

特許権 5,735 2,450

商標権 2,372 2,322

ソフトウエア 374,205 343,653

ソフトウエア仮勘定 36,632 24,000

その他 11,850 9,285

無形固定資産合計 430,795 381,712

投資その他の資産   

投資有価証券 98,604 99,824

関係会社株式 75,772 71,772

長期前払費用 8,750 10,625

敷金及び保証金 153,763 181,491

繰延税金資産 20,663 20,663

出資金 10 10

投資その他の資産合計 357,562 384,385

固定資産合計 869,093 827,034

資産合計 1,902,505 2,224,656
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年１月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年10月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 94,228 100,659

1年内返済予定の長期借入金 5,640 8,160

未払金 32,064 32,052

未払費用 64,443 93,768

未払法人税等 13,313 203,790

未払消費税等 9,815 33,001

前受金 14,073 53,647

預り金 15,086 14,172

返品調整引当金 12,875 23,329

本社移転費用引当金 － 16,000

流動負債合計 261,541 578,583

固定負債   

退職給付引当金 41,923 40,226

固定負債合計 41,923 40,226

負債合計 303,464 618,809

純資産の部   

株主資本   

資本金 745,482 745,402

資本剰余金 498,145 498,065

利益剰余金 346,808 354,558

株主資本合計 1,590,436 1,598,026

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,117 △1,897

評価・換算差額等合計 △3,117 △1,897

新株予約権 11,721 9,718

純資産合計 1,599,040 1,605,847

負債純資産合計 1,902,505 2,224,656
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

売上高 609,841

売上原価 346,956

売上総利益 262,885

返品調整引当金戻入額 23,329

返品調整引当金繰入額 12,875

差引売上総利益 273,339

販売費及び一般管理費 246,459

営業利益 26,879

営業外収益  

受取利息 17

受取手数料 19

為替差益 421

その他 3

営業外収益合計 461

営業外費用  

支払利息 42

株式交付費 97

特許権償却費 215

商標権償却費 97

営業外費用合計 452

経常利益 26,888

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,598

特別利益合計 1,598

税引前四半期純利益 28,487

法人税等 12,392

四半期純利益 16,094

㈱セルシス（3829）平成21年度10月期 第1四半期決算短信（非連結）

7



(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 28,487

減価償却費 50,252

株式報酬費用 2,002

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,598

返品調整引当金の増減額（△は減少） △10,454

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,697

受取利息 △17

支払利息 42

特許権償却費 215

商標権償却費 97

売上債権の増減額（△は増加） △12,401

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,113

仕入債務の増減額（△は減少） △6,431

未払金の増減額（△は減少） △1,242

前受金の増減額（△は減少） △39,574

その他の資産の増減額（△は増加） △10,523

その他の負債の増減額（△は減少） △55,843

小計 △35,178

利息の受取額 17

利息の支払額 △46

法人税等の支払額 △198,618

営業活動によるキャッシュ・フロー △233,826

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △600

有形固定資産の取得による支出 △26,890

無形固定資産の取得による支出 △89,426

関係会社株式の取得による支出 △4,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △120,917

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △2,520

株式の発行による収入 160

配当金の支払額 △23,844

財務活動によるキャッシュ・フロー △26,203

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △380,947

現金及び現金同等物の期首残高 627,114

現金及び現金同等物の四半期末残高 246,166
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期に係る財務諸表等 

（1）（要約）前四半期損益計算書 

  

 
  

  

「参考」

科  目

前第１四半期累計期間
(自 平成19年11月１日 
  至 平成20年１月31日)

金額

Ⅰ 売上高 509,713

Ⅱ 売上原価 279,236

   売上総利益 230,476

   返品調整引当金戻入額 21,858

   返品調整引当金繰入額 30,557

   差引売上総利益 221,777

Ⅲ 販売費及び一般管理費 213,466

   営業利益 8,311

Ⅳ 営業外収益 371

Ⅴ 営業外費用 1,648

   経常利益 7,034

Ⅵ 特別利益 173

Ⅶ 特別損失 7,174

   税引前四半期純利益 32

      法人税、住民税及び事業税 4,239

   法人税等調整額 11,548

   四半期純損失(△) △15,755
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（２）（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

 
  

前第１四半期累計期間
(自 平成19年11月１日 
  至 平成20年１月31日)

区分 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純利益 32

   減価償却費 34,069

   貸倒引当金の増減額(減少△) △ 330

   返品調整引当金の増減額（減少△） 8,699

   退職給付引当金の増減額（減少△） △ 3,980

   受取利息 △ 12

   支払利息 114

   特許権償却費 49

   商標権償却費 1,164

   固定資産売却損 5,599

   売上債権の増減額(増加△) 114,994

   たな卸資産の増減額(増加△） △ 5,501

   仕入債務の増減額(減少△) △ 28,182

   未払金の増減額(減少△) △ 1,144

   その他の資産の増減額（増加△） 703

   その他の負債の増減額（減少△） 174,156

    小計 300,432

   利息及び配当金の受取額 12

   利息の支払額 △ 114

   法人税等の支払額 △ 4,620

  営業活動によるキャッシュ・フロー 295,709

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

   定期預金の預入による支出 △ 900

   有形固定資産の取得による支出 △ 12,678

   無形固定資産の取得による支出 △ 34,480

   投資有価証券の取得による支出 △ 40,000

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 88,058

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   長期借入金の返済による支出 △ 5,470

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,470

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 202,181

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 665,796

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 867,977
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