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1. 平成23年10月期第３四半期の業績（平成22年11月１日～平成23年７月31日）

 (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 ％

23年10月期第３四半期 1,804 △6.4 145 △58.2 134 △61.1 77 △60.0

22年10月期第３四半期 1,927 0.9 348 46.2 346 45.4 193 28.9

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

23年10月期第３四半期 2,435 27 2,370 85

22年10月期第３四半期 6,397 79 6,120 87

 (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

23年10月期第３四半期 3,180 2,495 77.9 73,478 33

22年10月期 2,698 2,175 80.0 70,503 14

(参考) 自己資本 23年10月期第３四半期 2,476百万円 22年10月期 2,158百万円

2. 配当の状況

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

22年10月期 ― 0.00 ― 1,000 00 1,000 00

23年10月期 ― 0.00 ―

23年10月期(予想) 1,000 00 1,000 00

3. 平成23年10月期の業績予想（平成22年11月１日～平成23年10月31日）

(％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
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 2,985 9.7 526 3.5 523 3.6 298 0.9 9,735 06



  

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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。 

  

・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）4ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

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) 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

 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) 23年10月期3Ｑ 33,698株 22年10月期 30,611株

② 期末自己株式数 23年10月期3Ｑ ― 株 22年10月期 ― 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年10月期3Ｑ 31,833株 22年10月期3Ｑ 30,304株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第３四半期累計期間（平成22年11月１日～平成23年７月31日）におけるわが国経済は、新興国の経

済成長に支えられ一部の業種で輸出や生産に持ち直しの動きが見られたものの、不安定な中東情勢、欧

州の金融財政や米国の連邦債務の問題、国内では東日本大震災により経済活動は深刻な影響を受け、原

発事故問題や電力供給の制約、長引く円高、デフレの影響や厳しい雇用情勢など、景気の先行きは依然

として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23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１億2,086万台（前年同月は１億

1,184万台、8.1％増）と、携帯電話総契約数１億2,188万台の99.2％に達する中(*1)、スマートフォン

は全携帯電話の出荷台数の４割以上を占めるようになり(*2)、本格的に普及し始めました。（出所：

(*1)社団法人電気通信事業者協会発表「携帯電話・PHS契約数」、(*2)IDC Japan株式会社,2011年６月

プレスリリース「2011第１四半期国内携帯電話市場規模を発表」より） 

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「BS Reader」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1,048サイト（前年同月比2.5％減）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897万ファイル以上（前年同月比42.5％増）となっておりま

す。 

(注) 上記の記載におけるサイト数及びファイル数は、フィーチャーフォン（従来型の多機能携帯電話

端末）における数値データとなっており、スマートフォンにおける数値は含まれておりません。 

総合電子書籍ビューア「BS Reader」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、当

第３四半期に、Android端末向けに簡単なブラウザ上の操作で決裁処理までを可能とするAndroid端末で

の配信に 適な書店構築のための電子書籍ストアソリューション「Smart×Comic」の提供を開始した

他、電子コミックの海外配信に必要となる専用ビューア、レタリング制作ソフトウェア、配信管理シス

テムをトータルで提供可能なパッケージ・ソリューション「MCS（マルチリンガル・コミック・ソリュ

ーション）」を開発し、携帯電子書籍市場に向けたシステム開発やサービス提供を積極的に進めており

ます。 

しかしながら、フィーチャーフォンからスマートフォンへのシフトが急速に進む中、スマートフォン

向けコンテンツ市場は、課金システム等のビジネス環境がフィーチャーフォン並みには整っていない影

響があり、売上高は1,427,864千円（前年同期比5.9％減）となりました。モバイルコンテンツ受託制作

業務は13,065千円（前年同期比51.3％減）、モバイルコンテンツ受託制作業務以外は1,414,799千円

（前年同期比5.1％減）となっております。 

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376,260千

円（前年同期比8.3％減）となりました。イラスト制作ソフトウェア「IllustStudio」及びマンガ制作

ソフトウェア「ComicStudio」等の販売は375,600千円（前年同期比9.1％増）、マルチメディアコンテ

ンツ受託制作業務は660千円（前年同期比99.0％減）となっております。 

なお、インターネットを通じて、イラスト、マンガ、アニメ、小説を制作するクリエイターの創作活

動をトータルに応援するサイト「CLIP」につきましては、当第３四半期から開始したリニューアルを第

４四半期以降も引き続き実施し、より使いやすく楽しいサイトを目指しての機能改善、サービスの追加

等を行い、ユーザー拡大に努めてまいります。 

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
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以上の結果、第３四半期累計期間における総売上高は1,804,125千円（前年同期比6.4％減）となりま

した。利益面では、上記に記載しましたとおり売上が減少したこと、「CLIP」への開発投資を推進して

いること、償却費等の増加により、第３四半期累計期間における営業利益は145,567千円（前年同期比

58.2％減）、経常利益は134,705千円（前年同期比61.1％減）、四半期純利益は77,522千円（前年同期

60.0％減）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482,296千円増加し3,180,361千円とな

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146,746千円減少したものの、現金及び預

金が239,067千円、ソフトウエア等の無形固定資産が322,545千円増加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161,787千円増加し684,664千円となりました。これは主と

して、法人税等の納付により未払法人税等が135,738千円減少したものの長期借入金が265,304千円増加

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320,508千円増加し2,495,696千円となりました。これは

主として、新株式の発行により資本金が135,395千円、資本準備金が135,395千円それぞれ増加したこと

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

236,343千円増加し、753,103千円となりました。 

 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、321,992千円（前年同四半期は448,766千円の獲得）となりました。

 これは主として、法人税等の支払額236,466千円があったものの、税引前四半期純利益の計上134,821

千円、減価償却費321,445千円、売掛金の回収により売上債権の減少額146,746千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、671,228千円（前年同四半期は516,845千円の使用）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626,256千円の取得、有形固定資産22,267千円の取

得、関係会社株式14,000千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） 

 財務活動の結果得られた資金は、585,579千円（前年同四半期は19,313千円の使用）となりました。 

 これは主として、配当金の支払による支出30,611千円があったものの、新株発行による収入264,414

千円、長期借入れによる収入400,000千円があったことによるものであります。 

  

  

(2) 財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、平成22年10月期決算発表時（平成22年11月26日）に公表した業績予想に変

更はありません。 

  

（注）業績見通し等の将来に関する記述は、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、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。 

  

・会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

 第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３

月31日）を適用しております。これにより、営業利益及び経常利益は、それぞれ949千円減少し、税引

前四半期純利益は3,483千円減少しております。 

  

  

  

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

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
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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23年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 809,817 570,749

売掛金 547,338 694,085

製品 11,669 18,506

原材料 34,624 34,373

仕掛品 273 －

貯蔵品 30,061 34,439

前渡金 32,787 20,451

前払費用 20,102 20,292

繰延税金資産 53,008 53,008

その他 55,621 7,576

貸倒引当金 △18,646 △22,995

流動資産合計 1,576,657 1,430,487

固定資産

有形固定資産

建物 60,156 54,837

減価償却累計額 △25,523 △20,450

建物（純額） 34,633 34,387

工具、器具及び備品 188,123 177,891

減価償却累計額 △162,770 △149,177

工具、器具及び備品（純額） 25,352 28,713

有形固定資産合計 59,985 63,101

無形固定資産

特許権 7,918 9,125

商標権 8,339 6,597

ソフトウエア 1,154,288 841,821

ソフトウエア仮勘定 10,540 3,096

その他 11,070 8,970

無形固定資産合計 1,192,157 869,612

投資その他の資産

投資有価証券 117,200 111,300

関係会社株式 89,772 75,772

敷金及び保証金 119,867 123,070

繰延税金資産 24,719 24,719

投資その他の資産合計 351,559 334,862

固定資産合計 1,603,703 1,267,576

資産合計 3,180,361 2,698,064
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年７月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年10月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 114,092 130,197

1年内返済予定の長期借入金 86,472 －

未払金 44,693 71,967

未払費用 69,040 80,439

未払法人税等 － 135,738

未払消費税等 － 15,313

前受金 11,157 14,819

預り金 32,503 17,805

返品調整引当金 2,878 3,756

流動負債合計 360,838 470,038

固定負債

長期借入金 265,304 －

退職給付引当金 58,522 52,838

固定負債合計 323,826 52,838

負債合計 684,664 522,876

純資産の部

株主資本

資本金 903,947 768,552

資本剰余金

資本準備金 655,544 520,149

資本剰余金合計 655,544 520,149

利益剰余金

その他利益剰余金

繰越利益剰余金 918,767 871,856

利益剰余金合計 918,767 871,856

株主資本合計 2,478,260 2,160,558

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △2,187 △2,387

評価・換算差額等合計 △2,187 △2,387

新株予約権 19,623 17,016

純資産合計 2,495,696 2,175,187

負債純資産合計 3,180,361 2,698,064

6

㈱セルシス(3829)平成23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21年11月１日
至 平成22年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23年７月31日)

売上高 1,927,600 1,804,125

売上原価 1,018,907 1,101,397

売上総利益 908,693 702,727

返品調整引当金戻入額 10,486 3,756

返品調整引当金繰入額 4,172 2,878

差引売上総利益 915,006 703,606

販売費及び一般管理費 566,476 558,038

営業利益 348,530 145,567

営業外収益

受取利息 224 103

その他 9 75

営業外収益合計 233 178

営業外費用

支払利息 － 1,487

為替差損 490 1,160

株式交付費 315 6,375

特許権償却費 1,207 1,207

商標権償却費 488 810

営業外費用合計 2,502 11,041

経常利益 346,261 134,705

特別利益

新株予約権戻入益 － 2,649

特別利益合計 － 2,649

特別損失

投資有価証券評価損 9,081 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

特別損失合計 9,081 2,533

税引前四半期純利益 337,180 134,821

法人税等 143,301 57,298

四半期純利益 193,878 77,522
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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21年11月１日
至 平成22年７月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年11月１日
至 平成23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 337,180 134,821

減価償却費 238,306 321,445

株式報酬費用 － 5,256

新株予約権戻入益 － △2,649

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,533

貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,131 △4,349

返品調整引当金の増減額（△は減少） △6,313 △878

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,557 5,683

受取利息 △224 △103

支払利息 － 1,487

株式交付費 315 6,375

特許権償却費 1,207 1,207

商標権償却費 488 810

投資有価証券評価損益（△は益） 9,081 －

売上債権の増減額（△は増加） 147,033 146,746

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,188 10,691

仕入債務の増減額（△は減少） △7,706 △16,104

未払金の増減額（△は減少） 8,699 △20,692

前受金の増減額（△は減少） △1,264 △3,662

その他の資産の増減額（△は増加） 28 △13,801

その他の負債の増減額（△は減少） △14,181 △14,879

小計 691,150 559,938

利息の受取額 224 103

利息の支払額 － △1,583

法人税等の支払額 △242,607 △236,466

営業活動によるキャッシュ・フロー 448,766 321,992

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 △2,780 △2,724

有形固定資産の取得による支出 △15,067 △22,267

無形固定資産の取得による支出 △497,097 △626,256

投資有価証券の取得による支出 △1,900 △5,700

関係会社株式の取得による支出 － △14,000

敷金の差入による支出 － △280

投資活動によるキャッシュ・フロー △516,845 △671,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 － 400,000

長期借入金の返済による支出 － △48,224

株式の発行による収入 7,902 264,414

配当金の支払額 △27,216 △30,611

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,313 585,579

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,392 236,343

現金及び現金同等物の期首残高 392,539 516,760

現金及び現金同等物の四半期末残高 305,146 753,103
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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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