
                          

 

平成 22年 11月４日 

各  位 

東京都 新宿区西新宿四丁目 1 5 番７号 

株 式 会 社 セ ル シ ス 

代 表 取 締 役 社 長  野 﨑  愼 也 

（コード番号：3829 東証第二部 名証セントレックス） 

問合せ先：取締役財務経理部長 伊藤 賢 

電 話 番 号 ： 0 3 - 3 3 7 2 - 3 1 5 6 （ 代 表 ） 

 

東京証券取引所市場第二部への上場に伴う当社決算情報のお知らせ 

 

  

当社は、本日、平成 22年 11月４日に東京証券取引所市場第二部に上場いたしました。今後とも、

なお一層のご指導とご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に際し、当社の当期の業績予想につきまして以下のとおりお知らせいたします。また、当社の 

最近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせいたします。 

なお、添付資料は平成 22年８月 27日に公表いたしました「平成 22年 10月期第３四半期決算短信」

であります。 

 

【個別】                               （単位：百万円、％） 

  

平成 22年 10 月期 

（予想） 

平成 22年 10月期 

第３四半期累計期間 

（実績） 

平成 21年 10月期 

（実績） 

金額 構成比 前年比 金額 構成比 金額 構成比 

売上高 2,676 100.0 △ 0.7 1,927 100.0 2,695 100.0 

営業利益 505 18.9 6.3 348 18.1 475 17.6 

経常利益 502 18.8 5.8 346 18.0 474 17.6 

当期純利益 298 11.1 9.2 193 10.0 272 10.1 

１株当たり 

当期純利益 
9,854.49円  6,397.79円  9,141.32円  

１株当たり 

配当金 

（期末） 

1,000.00円  －  900.00円  

（注）平成 21年 10月期の１株当たり当期純利益は期中平均発行済株式数により算出し、平成 22年 

10 月期の 1株当たり当期純利益は平成 21年 10月期期末発行済株式数で算出しております。 

 

以 上 
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1.  平成22年10月期第3四半期の業績（平成21年11月1日～平成22年7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 ％

22年10月期第3四半期 1,927 0.9 348 46.2 346 45.4 193 28.9
21年10月期第3四半期 1,910 ― 238 ― 238 ― 150 ―

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

22年10月期第3四半期 6,397.79 6,120.87
21年10月期第3四半期 5,045.80 4,861.09

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

22年10月期第3四半期 2,428 2,061 84.2 67,318.67
21年10月期 2,369 1,886 78.9 61,810.89

（参考） 自己資本   22年10月期第3四半期  2,044百万円 21年10月期  1,869百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

21年10月期 ― ― ― 900.00 900.00
22年10月期 ― ― ―

22年10月期 
（予想）

1,000.00 1,000.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
 

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

通期 2,676 △0.7 505 6.3 502 5.8 298 9.2 9,854.49
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(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.4「その他の情報」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） 22年10月期3Q 30,365株 21年10月期  30,240株

② 期末自己株式数 22年10月期3Q  ―株 21年10月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年10月期3Q 30,304株 21年10月期3Q  29,818株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）3ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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○添付資料の目次
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当第３四半期累計期間（平成21年11月１日～平成22年７月31日）におけるわが国経済は、新興国の成

長に支えられた海外経済の改善や政府の景気対策を始めとする政策の効果等を背景に、一部に景気持ち

直しの兆しが見られたものの自律的回復力は弱く、引き続き厳しい雇用情勢が続いており、個人消費は

依然として低調に推移したことに加え、欧州の財政問題から株安や円高が急速に進展し、景気の先行き

は不透明な状況となっております。 

こうした状況の下、当社の電子書籍サポート事業の中心である携帯電話市場においては、平成22年７

月末で高速データ通信が可能な第三世代携帯電話の契約加入台数が１億1,184万台（前年同月は１億281

万台、8.8％増）に達する中、パケット定額制のさらなる普及・定着や、iPhoneやAndroid携帯電話に代

表される高機能端末が相次いで投入され、スマートフォン市場の拡がりにより消費者がモバイルインタ

ーネットを利用する機会がより拡大しております。（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」より）  

このような経営環境の中、平成22年７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

フトバンクの主要３キャリア合計1,075サイト（前年同月比32.2％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は、携帯電子書籍市場全体で620万ファイル以

上（前年同月比64.7％増）となっております。  

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、

売上高は1,517,374千円（前年同期比6.6％増）となりました。モバイルコンテンツ受託制作業務を除く

電子書籍サポート事業の売上高が1,490,521千円（前年同期は1,345,409千円、10.8％増）と推移する

中、モバイルコンテンツ受託制作業務の売上高は26,852千円（前年同期は78,545千円、65.8％減）と減

少しております。  

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、売上高は

410,226千円（前年同期比15.7％減）となりました。イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」およ

びマンガ制作ソフトウェア「ComicStudio」等の販売は344,328千円（前年同期は317,406千円、8.5％

増）と推移しておりますが、マルチメディアコンテンツ受託制作業務の売上高が65,897千円（前年同期

は168,967千円、61.0％減）と減少したことによります。 

上記の結果、第３四半期における総売上高は1,927,600千円（前年同期比0.9％増）となりました。 

利益面につきましては、コンテンツ制作受託業務の縮小に合せた販売費および一般管理費等の削減

等、コストコントロールに取り組んだ効果等により、第３四半期における営業利益は348,530千円（前

年同期比46.2％増）、経常利益は346,261千円（前年同期比45.4％増）、四半期純利益は193,878千円

（前年同期比28.9％増）となりました。 

  

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期会計期間末における資産は、前事業年度末に比べ58,944千円増加し2,428,057千円とな

りました。これは主として、売上債権の回収により売掛金が146,403千円減少したものの、クリエイタ

ーサポート事業のレンタル用タブレット等の貯蔵品が35,448千円、総合電子書籍ビューア

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報

(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
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「BookSurfing」の機能追加及びインターネットを通じクリエイターの創作活動を支援するポータル

サイト「CLIP」の開発によりソフトウエアが280,211千円増加したこと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115,516千円減少し366,910千円となりました。これは主と

して、法人税等の納付により未払法人税等が102,335千円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174,460千円増加し2,061,147千円となりました。これは

主として、配当金の支払27,216千円があったものの、四半期純利益193,878千円を計上し利益剰余金が

166,662千円増加したことによるものであります。 

  

  

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

87,392千円減少し、305,146千円となりました。 

 なお、当第３四半期累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） 

 営業活動の結果得られた資金は、448,766千円となりました。 

 これは主として、法人税等の支払額242,607千円があったものの、税引前四半期純利益の計上337,180

千円、減価償却費238,306千円、売掛金の回収により売上債権の減少額147,033千円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、516,845千円となりました。 

 これは主として、ソフトウエア等の無形固定資産497,097千円の取得、有形固定資産15,067千円の取

得等によるものであります。ソフトウエアの取得につきましては、主に総合電子書籍ビューア

「BookSurfing」のスマートフォンやAndroidに対応するための機能追加の開発やインターネットを通じ

クリエイターの創作活動を支援するポータルサイト「CLIP」の開発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、19,313千円となりました。 

 これは主として、株式の発行による収入7,902千円があったものの、配当金の支払による支出27,216

千円があったことによるものであります。 

  

  

平成22年10月期の通期業績予想につきまして、電子書籍サポート事業では、案件毎の乖離はあるもの

の概ね予想どおり推移しております。クリエイターサポート事業では、期初に見込んでおりました受託

開発での売上が、今期予想を下回ることとなったため、通期売上高につきましては2,862百万円の当初

予想を2,676百万円へ修正いたしました。  

 利益面につきましては、コンテンツ制作受託業務の縮小に合せた販売費および一般管理費等の削減

等、コストコントロールに取り組んだ効果等があるものの、上記に記載しましたとおり、売上減少が見

込まれることにより、営業利益は505百万円、経常利益は502百万円、当期純利益は298百万円となる見

込であります。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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 詳細につきましては、別途、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

  

（注）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可能性が

あります。   

  

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。 

  

  

受注制作のソフトウェアに係る売上高及び売上原価の計上基準の変更  

 受注制作のソフトウェアに係る収益の計上基準については、従来、工事完成基準を適用しておりまし

たが、「工事契約に関する会計基準」（企業会計基準第15号 平成19年12月27日）及び「工事契約に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期会計期間

より適用し、第１四半期会計期間に着手した受注制作のソフトウェアに係る契約から、当第３四半期会

計期間末までの進捗部分について成果の確実性が認められるソフトウェア制作については工事進行基準

（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、その他のソフトウェア制作については工事完成基準を適用

しております。なお、当第３四半期会計期間末においては工事進行基準を適用しているソフトウェア制

作がないため、これによる売上高、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益への影響はありませ

ん。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

  

2. その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 358,236 442,849

受取手形 － 630

売掛金 638,682 785,086

製品 13,151 15,014

原材料 40,469 40,663

仕掛品 4,891 1,094

貯蔵品 35,448 －

前渡金 21,024 25,152

前払費用 27,455 27,067

繰延税金資産 45,807 45,807

その他 4,062 350

貸倒引当金 △15,413 △4,281

流動資産合計 1,173,816 1,379,434

固定資産

有形固定資産

建物 54,607 53,517

減価償却累計額 △18,582 △13,056

建物（純額） 36,025 40,460

工具、器具及び備品 170,237 156,259

減価償却累計額 △143,119 △128,350

工具、器具及び備品（純額） 27,118 27,909

有形固定資産合計 63,144 68,370

無形固定資産

特許権 9,528 10,735

商標権 6,080 3,278

ソフトウエア 838,477 558,266

ソフトウエア仮勘定 － 2,853

その他 7,807 6,244

無形固定資産合計 861,893 581,379

投資その他の資産

投資有価証券 80,110 87,712

関係会社株式 75,772 75,772

長期前払費用 － 3,125

敷金及び保証金 153,763 153,763

繰延税金資産 19,557 19,557

投資その他の資産合計 329,203 339,929

固定資産合計 1,254,241 989,679

資産合計 2,428,057 2,369,113
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末
(平成22年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成21年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 101,978 109,685

未払金 38,298 29,598

未払費用 62,723 84,489

未払法人税等 59,672 162,007

未払消費税等 6,198 5,635

前受金 13,637 14,901

預り金 28,976 18,926

返品調整引当金 4,172 10,486

流動負債合計 315,657 435,731

固定負債

退職給付引当金 51,252 46,694

固定負債合計 51,252 46,694

負債合計 366,910 482,426

純資産の部

株主資本

資本金 762,032 757,669

資本剰余金

資本準備金 514,029 509,665

資本剰余金合計 514,029 509,665

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 770,346 603,683

利益剰余金合計 770,346 603,683

株主資本合計 2,046,408 1,871,018

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,277 △1,857

評価・換算差額等合計 △2,277 △1,857

新株予約権 17,016 17,525

純資産合計 2,061,147 1,886,687

負債純資産合計 2,428,057 2,369,113

8

㈱セルシス(3829)平成22年10月期 第3四半期決算短信（非連結）



(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年７月31日)

売上高 1,910,329 1,927,600

売上原価 1,015,660 1,018,907

売上総利益 894,668 908,693

返品調整引当金戻入額 23,329 10,486

返品調整引当金繰入額 9,789 4,172

差引売上総利益 908,208 915,006

販売費及び一般管理費 669,791 566,476

営業利益 238,416 348,530

営業外収益

受取利息 587 224

受取手数料 59 －

為替差益 506 －

その他 9 9

営業外収益合計 1,163 233

営業外費用

支払利息 74 －

為替差損 － 490

株式交付費 239 315

特許権償却費 784 1,207

商標権償却費 310 488

営業外費用合計 1,408 2,502

経常利益 238,171 346,261

特別利益

貸倒引当金戻入額 285 －

投資有価証券売却益 27,835 －

特別利益合計 28,121 －

特別損失

投資有価証券評価損 － 9,081

特別損失合計 － 9,081

税引前四半期純利益 266,293 337,180

法人税等 115,837 143,301

四半期純利益 150,455 193,878
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第３四半期累計期間
(自 平成20年11月１日
至 平成21年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成21年11月１日
至 平成22年７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 266,293 337,180

減価償却費 167,011 238,306

株式報酬費用 5,872 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △285 11,131

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13,539 △6,313

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,022 4,557

受取利息 △587 △224

支払利息 74 －

株式交付費 239 315

特許権償却費 784 1,207

商標権償却費 310 488

投資有価証券評価損益（△は益） － 9,081

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） △88,207 147,033

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,187 △37,188

仕入債務の増減額（△は減少） △4,027 △7,706

未払金の増減額（△は減少） 8,727 8,699

前受金の増減額（△は減少） △42,422 △1,264

その他の資産の増減額（△は増加） △9,814 28

その他の負債の増減額（△は減少） △63,798 △14,181

小計 236,002 691,150

利息の受取額 527 224

利息の支払額 △85 －

法人税等の支払額 △201,636 △242,607

営業活動によるキャッシュ・フロー 34,807 448,766

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 △2,796 △2,780

有形固定資産の取得による支出 △37,297 △15,067

無形固定資産の取得による支出 △298,276 △497,097

投資有価証券の取得による支出 △20,007 △1,900

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 △4,000 －

短期貸付けによる支出 △44,000 －

敷金及び保証金の回収による収入 10,874 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △365,504 △516,845

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 △7,560 －

株式の発行による収入 2,720 7,902

配当金の支払額 △23,844 △27,216

財務活動によるキャッシュ・フロー △28,683 △19,313

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △359,380 △87,392

現金及び現金同等物の期首残高 627,114 392,539

現金及び現金同等物の四半期末残高 267,734 305,146
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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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