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

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(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 ％

21年10月期 2,695 10.2 475 9.7 474 9.8 272 13.4
20年10月期 2,445 37.9 432 359.2 432 501.2 240 524.2

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 ％ ％ ％

21年10月期 9,141.32 8,718.55 15.8 20.7 17.6
20年10月期 8,152.53 7,762.68 16.4 22.3 17.7

（参考） 持分法投資損益 21年10月期  △56百万円 20年10月期  ―百万円

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 2,369 1,886 78.9 61,810.89
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  1,869百万円 20年10月期  1,596百万円

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

21年10月期 201 △427 △8 392
20年10月期 636 △680 5 627

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年10月期 ― 0.00 ― 800.00 800.00 23 9.9 1.5
21年10月期 ― 0.00 ― 900.00 900.00 27 10.0 1.6

22年10月期 
（予想）

― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 9.9

3.  22年10月期の業績予想（平成21年11月1日～平成22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）

 

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

1,320 8.3 162 55.1 161 53.8 85 42.1 2,810.84

通期 2,862 6.2 522 9.9 520 9.6 306 12.1 10,119.04

1



4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注) 詳細は、21ページ「会計処理の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(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、40ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 30,240株 20年10月期 29,805株

② 期末自己株式数 21年10月期  ―株 20年10月期  ―株

※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。 
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事業の部門別セグメントの変更  

 当社は、当事業年度より事業の部門別セグメントを変更しており、当事業年度比較にあたっては、前

事業年度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」、

アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」やマンガ制作ソフトウェア「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、さらなる成長を計っておりま

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＞  

 アニメ制作支援ソフトウェア「RETAS STUDIO」（「RETAS！PRO」シリーズの 新版）、マンガ制作ソ

フトウェア「ComicStudio」、イラスト作成ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ソフトウェアや各

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。   

① 当期の概況（平成20年11月１日～平成21年10月31日） 

平成21年10月末で携帯電話の契約加入台数は１億989万台（前年同期比4.5％増）、その中で第 三世

代携帯電話の契約数は１億487万台と、全契約数の95.4％超（前年同期は9,438万台、全契約数の

89.8％）を占め、契約台数でも前年同月比11.1％の増加となりました。（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」）  

 また、国内キャリア（携帯電話事業者）からは、大容量で多様なコンテンツやサービスが利用可能な

スマートフォン等の新機種が登場し、高機能化がより進んでおります。  

 このような市場環境の中、携帯電子書籍市場の成長に伴い、電子書籍サポート事業が堅調に推移した

結果、売上高、利益ともに前事業年度を上回ることができました。その結果、平成21年10月期の売上高

は2,695,664千円（前年同期比10.2％増）となりました。利益面につきましては、事務所移転に伴い費

用が全般的に増加したものの、電子書籍サポート事業の売上が堅調に推移し売上総利益に貢献したこと

により、営業利益は475,145千円（前年同期比9.7％増）、経常利益は474,421千円（前年同期比9.8％

増）、当期純利益につきましては、272,969千円（前年同期比13.4％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、当期純利益ともに２期連続で過去 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。 

  ＜電子書籍サポート事業＞ 

平成21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）、ソフトバンクの主

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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要３キャリア合計882サイト（前年同月比39.6％増）、携帯電話で閲覧できるコンテンツのファイル

数は、携帯電子書籍市場全体で421万ファイル以上（前年同月比81.5％増）となり、電子書籍サポート

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1,941,800千円（前年同期比29.0％増）となりました。 

 また、中長期的な視点から、前事業年度より電子書籍配信ソリューションのワンソース・マルチユー

スに基づくアライアンスプログラムの提供を行っており、すでに始まっております韓国・台湾・中国に

加え、当事業年度では香港、マカオ、インドの他、北米及びフランスでもサービス開始となる等、当事

業年度末までにパートナー企業10数社により当社ソリューションが利用されております。    

  ＜クリエイターサポート事業＞ 

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、平成20年12月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）、平成21年４月より、イラスト作成ソフトウェア「IllustStudio」の販

売を開始したことにより、売上高は450,354千円（前年同期比18.0％増）となりました。  

 また、当事業年度より、インターネットを通じてクリエイターの皆様の創作活動を支援するサービス

「CLIP」を開始しております。  

  ＜コンテンツ制作事業＞ 

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

の受託制作、モバイルコンテンツの受託制作を行うコンテンツ制作事業においては、売上高は303,509

千円（前年同期比45.7％減）となりました。  

 同事業の売上高減少は、携帯電子書籍市場拡大には、より多くのコンテンツの流通が重要であるとい

う方策のもと、当社でもモバイルコンテンツ制作を積極的に受託してまいりましたが、コンテンツプロ

バイダーやコンテンツ制作会社における制作体制が整備される等、当社が制作業務を積極的に行う必要

がない環境が整ったことによります。  

  ② 次期の見通し 

当社を取り巻く事業環境といたしましては、大容量・高速データ通信可能な携帯電話端末の普及によ

り、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ま

す。  

 このような状況のもと、当社では当事業年度よりクリエイターサポート事業にて、インターネットを

通じてクリエイターの皆様の創作活動を支援する新サービス「CLIP」を開始しており、次期事業年度で

は経営リソースを傾注し、当社における次の事業の柱として推進してまいります。なお、コンテンツ制

作事業の売上につきましては、今後も減少し重要性は低くなるものと見込んでおります。 

 以上により、平成22年10月期の通期業績につきましては、売上高2,862百万円（前年比6.2％増）を計

画しております。利益面につきましては、営業利益は522百万円（前年比9.9％増）、経常利益は520百

万円（前年比9.6％増）、当期純利益は306百万円（前年比12.1％増）を予想しております。なお、次期

の配当予想につきましては、１株あたり1,000円を見込んでおります。  

  

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144,456千円増加し2,369,113千円となりま

(2) 財政状態に関する分析
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した。 

 これは主として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230,877千円減少

したものの売上の増加により売掛金が281,282千円、ソフトウェア等の無形固定資産が199,666千円増加

した結果によるものであります。  

 負債につきましては、前事業年度末に比べ136,383千円減少し482,426千円となりました。  

 これは主として前受金38,746千円、未払法人税等41,783千円および未払消費税等27,365千円が減少し

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280,839千円増加し1,886,687千円となりました。  

 これは主として当期純利益272,969千円の計上による利益剰余金の増加等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234,574千円

減少し、392,539千円となりました。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、201,141千円となりました。  

 これは主として、売上債権の増加280,310千円、法人税等の支払額202,538千円、前受金の減少額

38,746千円等資金の減少要因があったものの、税引前当期純利益472,262千円の計上に加え、減価償却

費238,322千円、棚卸資産の減少35,701千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、427,241千円となりました。  

 これは主として、ソフトウェア等の無形固定資産399,380千円の取得、有形固定資産41,031千円の取

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、8,474千円となりました。  

 これは主として、新株発行による収入23,529千円があったものの長期借入金の返済8,160千円、配当

金の支払額23,844千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・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

平成19年10月期 平成20年10月期 平成21年10月期

自己資本比率（％） 80.6 71.7 78.9

時価ベースの自己資本比率（％） 239.7 138.0 291.0

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（％） 63.6 1.3 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（％） 51.0 1,844.4 2,312.2
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※1.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。  

 2.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。 

 3.平成21年10月期の「キャッシュ・フロー対有利子負債比率」は、算定の基礎となる期末有利子負債残

高がないため、記載しておりません。 

 4.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21年10月期期末における１株当たりの配当金の額は900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。 

  

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業務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％、平成21年10月期には売上高

全体の34.9％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

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

6

㈱セルシス（3829）平成21年10月期決算短信（非連結）



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

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、平成21年９月28日に更新を行い、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。  
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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 内部管理体制の確立について  

 当社は平成21年10月31日現在、従業員数122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163,484千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

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。 

2. 企業集団の状況
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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。 

  

当社では、「電子書籍サポート事業」、「クリエイターサポート事業」および「コンテンツ制作事

業」の３つの分野にて事業を推進し、セグメントに分けてまいりました。  

 平成22年10月期より、従来の「コンテンツ制作事業」につきましては、事業規模の縮小により全売上

高に占める割合が10％未満になる見込みであり、重要性がなくなったため、同事業の「モバイルコンテ

ンツ制作業務」を「電子書籍サポート事業」へ、「マルチメディアコンテンツ制作業務」を「クリエイ

ターサポート事業」へ、それぞれの事業分野へ含めることといたしました。  

 平成21年11月１日から開始する事業年度より、これまで当社の柱として展開してきました「電子書籍

サポート事業」を基盤とし、次の柱として育成を計る「クリエイターサポート事業」の２事業分野に注

力し、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の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、当社の柱として携帯電話を中心に業容の拡大・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 ウ ェ ア「RETAS  STUDIO」や マ ン ガ 制 作 ソ フ ト ウ ェ ア

「ComicStudio」、イラスト作成ソフトウェア「IllustStudio」等の制作ツールや各種サービスを通し

てクリエイター（コンテンツの制作者やユーザー）をトータルに支援してまいります。  

 制作ソフトウェアのデファクトスタンダードの地位を堅持するとともに、クリエイターの皆様が、イ

ンターネットを通じてインタラクティブにコミュニケーションを行ったり、情報交換の場にできるとい

った、創作活動を支援するサービス「CLIP」を推進し、新たな事業確立に向けて努めてまいります。  

    

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。  

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

(4) 会社の対処すべき課題
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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。 

 なお、当事業年度より、インターネットを通じてクリエイターの皆様の創作活動を支援する新サービ

ス「CLIP」を開始しております。電子書籍サポート事業に続く柱として、事業育成に努めてまいりま

す。  

③ 内部体制の充実  

 当社では、内部組織も現在の規模に応じた体制を整えておりますが、規模の拡大に伴い、各種の対策

を講じていく必要があると認識しております。また、既に順次進めておりますが、平成21年10月期から

適用となった「財務報告に係る内部統制報告制度」及び「四半期報告制度」への対応の効率化も必要に

なっております。そのため、今後の事業拡大に伴い、コーポレートサービス機能のＩＴ化・集中管理化

を進める等、内部管理体制の一層の充実に努め、組織的業務効率や業務の正確性の向上及びコンプライ

アンス体制の強化を図るとともに、「財務報告に係る内部統制報告制度」及び「四半期報告制度」への

対応の効率化を今後とも進めてまいります。  
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4.【財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 673,726 442,849 

受取手形 1,601 630 

売掛金 503,803 ※ 785,086 

製品 14,698 15,014 

原材料 45,913 40,663 

仕掛品 31,861 1,094 

前渡金 20,342 25,152 

前払費用 20,560 27,067 

繰延税金資産 82,912 45,807 

その他 6,957 350 

貸倒引当金 △4,756 △4,281 

流動資産合計 1,397,622 1,379,434 

固定資産 

有形固定資産 

建物 10,354 53,517 

減価償却累計額 △3,974 △13,056 

建物（純額） 6,380 40,460 

工具、器具及び備品 138,690 156,259 

減価償却累計額 △104,133 △128,350 

工具、器具及び備品（純額） 34,556 27,909 

建設仮勘定 20,000 － 

有形固定資産合計 60,936 68,370 

無形固定資産 

特許権 2,450 10,735 

商標権 2,322 3,278 

ソフトウエア 343,653 558,266 

ソフトウエア仮勘定 24,000 2,853 

その他 9,285 6,244 

無形固定資産合計 381,712 581,379 

投資その他の資産 

投資有価証券 99,824 87,712 

関係会社株式 71,772 75,772 

長期前払費用 10,625 3,125 

敷金及び保証金 181,491 153,763 

繰延税金資産 20,663 19,557 

出資金 10 － 

投資その他の資産合計 384,385 339,929 

固定資産合計 827,034 989,679 

資産合計 2,224,656 2,369,113 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(平成20年10月31日) 

当事業年度 
(平成21年10月31日) 

負債の部 

流動負債 

買掛金 100,659 109,685 

1年内返済予定の長期借入金 8,160 － 

未払金 32,052 29,598 

未払費用 93,768 84,489 

未払法人税等 203,790 162,007 

未払消費税等 33,001 5,635 

前受金 53,647 14,901 

預り金 14,172 18,926 

返品調整引当金 23,329 10,486 

本社移転費用引当金 16,000 － 

流動負債合計 578,583 435,731 

固定負債 

退職給付引当金 40,226 46,694 

固定負債合計 40,226 46,694 

負債合計 618,809 482,426 

純資産の部 

株主資本 

資本金 745,402 757,669 

資本剰余金 

資本準備金 498,065 509,665 

資本剰余金合計 498,065 509,665 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 354,558 603,683 

利益剰余金合計 354,558 603,683 

株主資本合計 1,598,026 1,871,018 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △1,897 △1,857 

評価・換算差額等合計 △1,897 △1,857 

新株予約権 9,718 17,525 

純資産合計 1,605,847 1,886,687 

負債純資産合計 2,224,656 2,369,113 
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(2)【損益計算書】 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

売上高 2,445,754 2,695,664

売上原価

製品期首たな卸高 17,594 14,698

当期製品製造原価 1,168,977 1,378,090

合計 1,186,572 1,392,788

製品期末たな卸高 14,698 15,014

売上原価合計 ※1 1,171,873 ※1 1,377,774

売上総利益 1,273,880 1,317,890

返品調整引当金戻入額 21,858 23,329

返品調整引当金繰入額 23,329 10,486

差引売上総利益 1,272,409 1,330,733

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 839,420 ※2, ※3 855,587

営業利益 432,988 475,145

営業外収益

受取利息 1,767 846

受取手数料 90 107

受取ロイヤリティー 271 －

受取補償金 317 －

為替差益 － 342

その他 202 12

営業外収益合計 2,648 1,309

営業外費用

支払利息 334 75

株式交付費 － 337

為替差損 530 －

特許権償却費 1,125 1,186

商標権償却費 1,446 434

営業外費用合計 3,436 2,033

経常利益 432,200 474,421

特別利益

投資有価証券売却益 － 27,835

特別利益合計 － 27,835

特別損失

投資有価証券評価損 － 29,995

固定資産除却損 ※4 7,495 －

固定資産売却損 ※5 5,599 －

ソフトウエア償却費 ※6 1,597 －

たな卸資産評価損 4,709 －

たな卸資産廃棄損 10,583 －

本社移転費用引当金繰入額 16,000 －

特別損失合計 45,985 29,995

税引前当期純利益 386,215 472,262

法人税、住民税及び事業税 204,605 161,082

法人税等調整額 △59,134 38,210

法人税等合計 145,470 199,293

当期純利益 240,744 272,969
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（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。 

  

  

【製造原価明細書】

前事業年度
(自 平成19年11月１日 
 至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日 
 至 平成21年10月31日)

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)

Ⅰ 材料費 217,274 15.0 284,361 16.0

Ⅱ 労務費 683,508 47.2 634,373 35.6

Ⅲ 外注費 328,463 22.7 478,185 26.8

Ⅳ 経費 ※１ 219,519 15.1 384,903 21.6

  当期総製造費用 1,448,765 100.0 1,781,822 100.0

  期首仕掛品たな卸高 39,946 31,861

合計 1,488,712 1,813,684

  他勘定振替 ※２ 287,873 434,499

  期末仕掛品たな卸高 31,861 1,094

  当期総製造原価 1,168,977 1,378,090

項目 前事業年度(千円) 当事業年度(千円)

消耗品費 12,031 13,596

賃借料 39,028 113,282

減価償却費 140,980 212,122

募集費 4,142 7,385

支払手数料 8,060 9,147

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 229,104 380,103

研究開発費 53,382 50,928

その他 5,386 3,466

計 287,873 434,499
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日) 

株主資本 

資本金 

前期末残高 735,762 745,402 

当期変動額 

新株の発行 9,640 12,266 

当期変動額合計 9,640 12,266 

当期末残高 745,402 757,669 

資本剰余金 

資本準備金 

前期末残高 488,425 498,065 

当期変動額 

新株の発行 9,640 11,600 

当期変動額合計 9,640 11,600 

当期末残高 498,065 509,665 

資本剰余金合計 

前期末残高 488,425 498,065 

当期変動額 

新株の発行 9,640 11,600 

当期変動額合計 9,640 11,600 

当期末残高 498,065 509,665 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

前期末残高 113,814 354,558 

当期変動額 

剰余金の配当 － △23,844 

当期純利益 240,744 272,969 

当期変動額合計 240,744 249,125 

当期末残高 354,558 603,683 

利益剰余金合計 

前期末残高 113,814 354,558 

当期変動額 

剰余金の配当 － △23,844 

当期純利益 240,744 272,969 

当期変動額合計 240,744 249,125 

当期末残高 354,558 603,683 

株主資本合計 

前期末残高 1,338,001 1,598,026 

当期変動額 

新株の発行 19,280 23,866 
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(単位：千円) 

前事業年度 
(自 平成19年11月１日 
至 平成20年10月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年11月１日 
至 平成21年10月31日) 

剰余金の配当 － △23,844 

当期純利益 240,744 272,969 

当期変動額合計 260,024 272,992 

当期末残高 1,598,026 1,871,018 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 

前期末残高 － △1,897 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,897 40 

当期変動額合計 △1,897 40 

当期末残高 △1,897 △1,857 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 － △1,897 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△1,897 40 

当期変動額合計 △1,897 40 

当期末残高 △1,897 △1,857 

新株予約権 

前期末残高 － 9,718 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 9,718 7,807 

当期変動額合計 9,718 7,807 

当期末残高 9,718 17,525 

純資産合計 

前期末残高 1,338,001 1,605,847 

当期変動額 

新株の発行 19,280 23,866 

剰余金の配当 － △23,844 

当期純利益 240,744 272,969 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 7,821 7,847 

当期変動額合計 267,845 280,839 

当期末残高 1,605,847 1,886,687 
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(4)【キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益 386,215 472,262

減価償却費 156,767 238,322

株式報酬費用 9,718 7,807

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,195 △474

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,471 △12,842

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,822 6,468

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） 16,000 －

受取利息 △1,767 △846

支払利息 334 75

株式交付費 － 337

特許権償却費 1,125 1,186

商標権償却費 1,446 434

固定資産売却損益（△は益） 5,599 －

固定資産除却損 7,495 －

ソフトウエア償却費 1,597 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 29,995

投資有価証券売却損益（△は益） － △27,835

売上債権の増減額（△は増加） △17,685 △280,310

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,241 35,701

仕入債務の増減額（△は減少） 21,751 9,025

未払金の増減額（△は減少） 7,509 △1,585

前受金の増減額（△は減少） 36,343 △38,746

その他の資産の増減額（△は増加） △25,924 △4,700

その他の負債の増減額（△は減少） 33,143 △31,352

小計 645,918 402,920

利息の受取額 1,767 846

利息の支払額 △345 △86

法人税等の支払額 △10,653 △202,538

営業活動によるキャッシュ・フロー 636,686 201,141

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 △3,685 △3,696

有形固定資産の取得による支出 △51,297 △41,031

無形固定資産の取得による支出 △324,251 △399,380

無形固定資産の売却による収入 7,000 －

投資有価証券の取得による支出 △67,660 △20,007

投資有価証券の売却による収入 － 30,000

関係会社株式の取得による支出 △71,772 △4,000

敷金の差入による支出 △153,763 －

敷金の回収による収入 － 10,874

長期前払費用の取得による支出 △15,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △680,429 △427,241

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 △14,220 △8,160

株式の発行による収入 19,280 23,529

配当金の支払額 － △23,844

財務活動によるキャッシュ・フロー 5,060 △8,474

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △38,682 △234,574

現金及び現金同等物の期首残高 665,796 627,114

現金及び現金同等物の期末残高 ※ 627,114 ※ 392,539
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  該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 移動平均法による原価法

(2) 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

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

 同左 

(2) 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 

 移動平均法による原価法（貸借対照

表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定） 

(2) 仕掛品 

 個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定） 

（会計方針の変更）  

 当事業年度より「棚卸資産の評価に

関する会計基準」（企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分）を適用

しております。これにより、営業利

益、経常利益及び税引前当期純利益に

与える影響は軽微であります。

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 

 器具及び備品 ４～６年

(1) 有形固定資産（リース資産を除

く） 

   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（リース資産を除

く） 

   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)     ──── 

  

 

  

 

  

 

 

(4) 長期前払費用 

 均等償却によっております。

(3) リース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法を採用しておりま
す。 
 なお、所有権移転外ファイナンス・
リース取引のうち、リース取引開始日
が平成20年10月31日以前のリース取引
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。 
 
(4) 長期前払費用  
   同左  
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項目
前事業年度

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

４ 繰延資産の処理方法 ────

 

株式交付費 

 支出時に全額費用処理しておりま

す。

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。

(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。 
 

(3) 退職給付引当金 

   同左 

  

 

 

(4)    ────

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。 

 

────

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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(7)【会計処理の変更】

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

 ──────────

 

（リース取引に関する会計基準） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当事業年度より「リース取引に関する会

計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企

業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及

び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会

計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっております。  

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権

移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用し

ております。  

 これによる損益への影響はありません。 

 

【表示方法の変更】

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

（キャッシュ・フロー計算書）

 前事業年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他の負債の増減額（減少△）」に含めて

おりました「前受金の増減額（減少△）」は、金額的

重要性が増したため、当事業年度において区分掲記し

ております。 

 なお、前事業年度に営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他の負債の増減額（減少△）」に含めて

おりました「前受金の増減額（減少△）」は483千円で

あります。

 ──────────

 

【追加情報】

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21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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(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

       ──────────

 

※ （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、次のとおりであります。

  売掛金      11,571千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

 

※１         ──── 

  

 

 

※２ 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

 
 

※１ 通常の販売目的で保有する棚卸資産の収益性の低

下による簿価切下額

     売上原価               283千円  

 
※２ 販売費及び一般管理費の主なもの

(千円)

広告宣伝費 60,860

給与手当および賞与 255,629

役員報酬 96,693

法定福利費 35,263

賃借料 92,664

研究開発費 50,928

減価償却費 18,699

貸倒引当金繰入額 3,488

退職給付費用 4,279

支払手数料 84,905

 

 

おおよその割合 (％)

 販売費 7.3

 一般管理費 92.7

 
 

おおよその割合 (％)

 販売費 8.6

 一般管理費 91.4

※３ 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。 

 

※４ 固定資産除却損の内訳は、建物7,284千円及び構

築物210千円であります。 

 

※５ 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。 

  

※６ 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。

※３ 研究開発費の総額 

 一 般 管 理 費 に 含 ま れ る 研 究 開 発 費 は、

50,928千円であります。 

 

※４       ──── 

  

 

※５       ────  

  

  

※６       ────  

 

22

㈱セルシス（3829）平成21年10月期決算短信（非連結）



前事業年度(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）配当金支払額 

   該当事項はありません。 

  

  （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 

 
  

(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) 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

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
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当事業年度(自 平成20年11月１日 至 平成21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      435株 

  
  

２．新株予約権等に関する事項 

 
  

 ３．配当に関する事項 

  （1）配当金支払額 
  

  

 
  

  

  （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 

   次のとおり、決議を予定しております。 

 
  

  

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) 29,805 435 ─ 30,240

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

─ ― ─ ─ ─ 17,525

合計 ― ― ─ ─ ─ 17,525

決議 株式の種類
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 23,844 800 平成20年10月31日 平成21年１月30日

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22年１月28日 

定時株主総会
普通株式 利益剰余金 27,216 900

平成21年 

10月31日

平成22年 

１月29日

(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21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
  

※ 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21年10月31日現在)

(千円)

現金及び預金 442,849

預入期間３ヵ月超の定期預金 △50,309

現金及び現金同等物 392,539
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(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21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 リース物件に関する会計基準適用初年度開始前の所

有権移転外ファイナンス・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)

器具及び 
備品

28,369 6,925 21,443

ソフト 
ウエア

47,669 10,124 37,545

合計 76,038 17,049 58,989

 
 

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)

器具及び
備品

28,369 11,921 16,447

ソフト
ウェア

47,669 19,657 28,011

合計 76,038 31,579 44,459

 

 

 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

 
 

 ② 未経過リース料期末残高相当額

(千円)

１年以内 14,407

１年超 31,742

合計 46,150

 

 

 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

 
 

 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 15,845

減価償却費相当額 14,348

支払利息相当額 1,945

 

 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

     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。

 

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

 

２ オペレーティング・リース取引

 オペレーティング・リース取引のうち解約不能の

ものに係る未経過リース料

(千円)

１年以内 453

１年超 1,164

合計 1,618
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（注）非上場株式の貸借対照表計上額は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当事業年度において減

損処理を行い、投資有価証券評価損29,995千円を計上しております。 

  

   ２ 当事業年度中に売却したその他有価証券 

  

 

   当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

   当社はデリバティブ取引を利用していないため、該当事項はありません。 

  

(有価証券関係)

前事業年度(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

当事業年度(平成21年10月31日)

１ 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 87,712

子会社株式及び関連会社株式

 関連会社株式 75,772

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

30,000 27,835 ─

(デリバティブ取引関係)

  前事業年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日）

  当事業年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日）
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(退職給付関係)

前事業年度
(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21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 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。

 

２ 退職給付債務に関する事項

(千円)

退職給付債務 46,694

退職給付引当金 46,694

(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 8,667

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。

 

３ 退職給付費用に関する事項

(千円)

勤務費用 13,284

退職給付費用 13,284

(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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 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 

  

  

 

 

 

(ストック・オプション等関係)

前事業年度(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26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

29

㈱セルシス（3829）平成21年10月期決算短信（非連結）



 

 
(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。 

  

 

 

 
  

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) ― ―

 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）

― ―
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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。 

なお、株価変動性の見積りに使用した株価実績は以下の期間に係るものであります。 

当社   平成18年12月から平成19年10月まで 

類似企業 平成17年10月から平成19年10月まで  

    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。 

  

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

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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 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        3,842千円 

   販売費及び一般管理費の株式報酬費用  3,964千円 

  

  

 

 

 

当事業年度(自 平成20年11月１日 至 平成21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26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 66

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 30 30

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 18 36
 

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) 120 384

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 60 30

 失効(株) ― ―

 未行使残(株) 60 354
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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。 

  

 

 

 
  

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) ― ―

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― ―

権利確定後

 前事業年度末(株) 15 1,299

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) ― 225

 失効(株) ― 6

 未行使残(株) 15 1,068
 

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) ― 187

 付与(株) ― ―

 失効(株) ― 15

 権利確定(株) ― ―

 未確定残(株) ― 172

権利確定後

 前事業年度末(株) 786 ―

 権利確定(株) ― ―

 権利行使(株) 60 ―

 失効(株) 24 ―

 未行使残(株) 702 ―

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) 239,920 258,000

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) 258,000 117,710

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) ― 229,049

付与日における公正な 
評価単価（円）

― ―
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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。 

  

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

行使時平均株価(円) 195,835 ―

付与日における公正な 
評価単価（円）

― 101,893
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(税効果会計関係)

前事業年度
(平成20年10月31日)

当事業年度
(平成21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 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

 

 

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 24,390

  未払事業税 14,975

  未払事業所税 1,515

  貸倒引当金 659

  返品調整引当金 4,266

 繰延税金資産合計 45,807

固定資産

 繰延税金資産 （千円）

  退職給付引当金 19,000

  ソフトウェア償却費 557

  その他有価証券評価差額金 755

 繰延税金資産小計 20,313

  評価性引当金 △755

 繰延税金資産合計 19,557

 

 

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

  

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 1.3

 住民税均等割額等 0.5

 特別税額控除 △0.9

 その他 0.6

 税効果会計適用後の法人税等の負担率 42.2
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 該当事項はありません。 

  

  

  前事業年度（自 平成19年11月１日 至 平成20年10月31日） 

 
    

  当事業年度（自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日） 

 
  

  

  

(企業結合等関係)

(持分法投資損益等)

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) ─

項目
当事業年度

（平成21年10月31日)

関連会社に対する投資の金額(千円) 75,772

持分法を適用した場合の投資の金額(千円) 19,455

持分法を適用した場合の投資損失の金額(千円) △56,316
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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等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。 

  

(関連当事者情報)

前事業年度(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

（被所有）
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

（被所有）
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

（被所有）
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 
中央区

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

30,000 ─ ─
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当事業年度(自 平成20年11月１日 至 平成21年10月31日) 

（追加情報） 

 当事業年度より、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準第11号 平成18年10月17日）及

び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第13号 平成18年10月17日）

を適用しております。なお、これによる開示対象範囲の変更はありません。 

１ 関連当事者との取引 

  

(1) 財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等 

  

 
（注）１ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

   ２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

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

  

  

  

(2) 財務諸表提出会社の役員及び個人主要株主(個人の場合に限る)等 

  

 
取引条件及び取引条件の決定方針等 

※ 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 親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

   該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

   該当事項はありません。 

  

  

  

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
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(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

関 連 会
社

5digistar株式
会社

兵庫県神
戸市中央
区

188,880
ソフトウェ
ア開発

（所有）
直接15.3

ソフトウェ
ア開発

資金の貸付 44,000 ― ―

利息の受取 265 ― ―

種類
会社等の名称 
又は氏名

所在地
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(％)

関連当事者
との関係

取引の内容
取引金額 
(千円)

科目
期末残高
(千円)

役員 川上陽介 ― ―
当社取締役
会長

（被所有）
直接13.5

―

ストック・
オプション
の権利行使
※

11,840 ― ―

39

㈱セルシス（3829）平成21年10月期決算短信（非連結）



  

 
(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 

  

 
  

  該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21年10月31日)

１株当たり純資産額 53,552円39銭 61,810円89銭

１株当たり当期純利益 8,152円53銭 9,141円32銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 7,762円68銭 8,718円55銭

項目
前事業年度

（平成20年10月31日)
当事業年度

（平成21年10月31日)

純資産の部の合計額(千円) 1,605,847 1,886,687

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 1,596,129 1,869,161

差額の主な内訳（千円） 

 新株予約権
9,718 17,525

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)
29,805 30,240

項目
前事業年度

(自 平成19年11月１日
至 平成20年10月31日)

当事業年度
(自 平成20年11月１日
至 平成21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) 240,744 272,969

 普通株式に係る当期純利益(千円) 240,744 272,969

 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) 29,530 29,861

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） 1,483 1,448

 （うち新株予約権（株）） （1,483） （1,448）

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) 

 

新株予約権１種類(新株予

約権の数172個)  

  

(重要な後発事象)
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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

前事業年度
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年10月31日）

当事業年度  
（自 平成20年11月１日  

  至 平成21年10月31日）

前年同期比
(％)

 電子書籍サポート事業（千円） 666,998 873,818 131.0

 クリエイターサポート事業（千円） 294,747 608,745 206.5

 コンテンツ制作事業（千円） 487,020 299,258 61.4

 合計 1,448,765 1,781,822 123.0

前事業年度
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年10月31日）

当事業年度  
（自 平成20年11月１日  

  至 平成21年10月31日）

前年同期比
(％)

 電子書籍サポート事業（千円） 1,314,690 1,902,901 144.7

 クリエイターサポート事業（千円） 381,510 450,354 118.0

 コンテンツ制作事業（千円） 517,601 266,004 51.4

 合計 2,213,802 2,619,261 118.3

前事業年度
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年10月31日）

当事業年度  
（自 平成20年11月１日  

  至 平成21年10月31日）

前年同期比
(％)

 電子書籍サポート事業（千円） 38,899 ─ ─

 クリエイターサポート事業（千円） ─ ─ ─

 コンテンツ制作事業（千円） 45,671 8,166 17.9

 合計 84,570 8,166 9.7
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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。 

  

前事業年度
（自 平成19年11月１日  

  至 平成20年10月31日）

当事業年度  
（自 平成20年11月１日  

  至 平成21年10月31日）

前年同期比
(％)

 電子書籍サポート事業（千円） 1,505,791 1,941,800 129.0

 クリエイターサポート事業（千円） 381,510 450,354 118.0

 コンテンツ制作事業（千円） 558,451 303,509 54.3

 合計 2,445,754 2,695,664 110.2
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