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1.  平成24年6月期第3四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成24年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 ％

24年6月期第3四半期 5,667 8.5 957 △17.7 1,022 △14.2 858 △20.0
23年6月期第3四半期 5,225 63.4 1,162 62.7 1,190 58.5 1,073 59.0

（注）包括利益 24年6月期第3四半期 1,073百万円 （6.7％） 23年6月期第3四半期 1,005百万円 （―％）

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

24年6月期第3四半期 686.95 676.34
23年6月期第3四半期 863.02 857.97

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

24年6月期第3四半期 6,809 5,449 78.7 4,282.23
23年6月期 6,083 4,605 74.4 3,627.44
（参考） 自己資本   24年6月期第3四半期  5,359百万円 23年6月期  4,525百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年6月期 ― 0.00 ― 200.00 200.00
24年6月期 ― 0.00 ―
24年6月期（予想） 200.00 200.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

通期 7,330 3.8 1,512 △3.4 1,606 0.6 1,382 △2.2 1,106.68



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※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およ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。業績予想に関する事項ついては、四半期決算短信【添付資料】P.3「(3)連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年6月期3Q 1,251,640 株 23年6月期 1,247,650 株
② 期末自己株式数 24年6月期3Q ― 株 23年6月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期3Q 1,249,921 株 23年6月期3Q 1,243,745 株
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(1）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による企業の生産活動や個人消費の急激

な落ち込みからは着実に回復しつつあります。しかし、世界的な金融市場の混乱による欧米経済の問題など、依

然、先行きの不透明感が続いております。 

このような経営環境の中、当第３四半期連結累計期間においても当社グループは業績を積み重ねてまいりまし

た。 

北米および欧州においては、100％連結子会社であるセラーテム・インクを中心に、フォント管理、デジタル資

産管理、地理情報システム、といったITソフトウェア関連事業を展開しております。当第３四半期連結累計期間に

おいては、フォント管理製品及び地理情報システムの売上が鈍ったことの影響により、前年同四半期に比べ小幅な

減収減益となりました。 

中国においては、100％連結子会社である北京誠信を中心に、省エネ環境関連事業およびITソフトウェア関連事

業を展開しております。当第３四半期連結累計期間においては、中小規模の省エネ環境関連事業を中心に堅調な受

注を継続しており、前年同四半期に比べ、増収となりましたが、販売費および一般管理費の増加により、減益とな

っております。 

日本においては、ECサイト向け画像自動編集・配信ソフトの販売活動を小規模ながらも効率的に行っており、

当第３四半期連結累計期間においても堅調に売上を重ねております。 

営業外の損益項目においては、受取利息や投資有価証券売却益などの利益が発生したもの、投資有価証券評価

損を計上したことや、中国での法人税の負担が増加したことなどから、前年同四半期に比べ利益を減少させており

ます。 

 以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高が5,667百万円（前年同期比8.5％増）、営業利益が957百万円

（前年同期1,162百万円）、経常利益が1,022百万円（前年同期1,190百万円）および四半期純利益が858百万円（前

年同期1,073百万円）となりました。 

 セグメントの業績は次のとおりであります。 

①日本 

 日本は、日本市場に向けてECサイト向け画像自動編集・配信ソフトの販売活動及びASPサービスの提供を行って

おります。当第３四半期連結累計期間において売上高は35百万円（前年同期比36.9％増）となりました。セグメン

ト利益は３百万円（前年同期は0.7百万円）となりました。 

②北米 

 100％連結子会社である米国セラーテム・インクが、オレゴン州ポートランドを拠点とするExtensis部門とワシ

ントン州シアトルを拠点とするLizardTech部門を有し、全世界30以上の国と地域にソフトウェアの販売を行ってお

ります。当第３四半期連結累計期間において売上高は1,203百万円（前年同期比10.3％減）となりました。セグメ

ント利益はセグメント間の内部費用負担を含めて205百万円（前年同期は282百万円）となりました。 

③欧州 

 100％連結子会社であるセラーテム・ヨーロッパが英国ノースハンプトンを拠点として、フランス、ドイツ他欧

州市場全体へフォント管理分野を中心に、米国セラーテム・インク製品の販売促進活動を行っております。当第３

四半期連結累計期間において売上高はセグメント間の内部売上高を含めて79百万円（前年同期比11.6％減）となり

ました。セグメント利益は0.5百万円（前年同期は20百万円）となりました。 

④中国  

 100％連結子会社である北京誠信、科信能環などが中国北京市を拠点として、中国市場に省エネ環境関連事業お

よびITソフトウェア関連事業を展開しております。当第３四半期連結累計期間において売上高は4,428百万円（前

年同期比14.8％増）、セグメント利益はセグメント間の内部費用負担を含めて798百万円（前年同期は911百万円）

となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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(2）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産・負債・純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末において、流動資産は前連結会計年度末に比べて13.2％増加し、6,397百万円とな

りました。これは受取手形及び売掛金が931百万円、前渡金が37百万円増加したことなどによります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べて4.6％減少し、411百万円となりました。これは減価償却等よる有形固定

資産の減少13百万円などによります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて11.9％増加し、6,809百万円

となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、9.3％減少し、1,336百万円となりました。これは前受金が212百万

円、支払手形及び買掛金が30百万円減少したことなどによります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、344.0％増加し、22百万円となりました。これは長期未払金が18百万

円増加したことなどによります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて、18.3％増加し、5,449百万円となりました。これは、四半期純利益858百

万円を計上したこと、為替換算調整勘定が214百万円増加したことなどによります。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」）は、当第３四半期連結累計期間にお

いて275百万円減少し、2,346百万円となりました。 

 当第３四半期連結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） 

 営業活動の結果使用した資金は、85百万円（前年同期100百万円の使用）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益1,008百万円、売上債権の増加827百万円等であります。 

（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、19百万円（前年同期157百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、有価証券及び投資有価証券の取得による支出288百万円および有価証券及び投資有価証券の売却に

よる収入304百万円等であります。 

（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、237百万円（前年同期12百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、配当金の支払額247百万円等であります。 

  

(3）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年６月期の連結業績予想につきましては、平成23年８月５日に公表した数値からの変更はありません。今

後、業績予想の見直しの必要性が生じた場合は、速やかに業績予想の修正に関するお知らせを発表いたします。 
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号  平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号  平成21年12月４日）を適用しております。 

  

   

   

該当事項はありません。 

   

   

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,621,859 2,346,023

受取手形及び売掛金 1,269,353 2,200,830

有価証券 10,254 －

たな卸資産 1,325,257 1,343,051

前渡金 367,968 405,700

前払費用 18,086 25,412

その他 40,875 104,176

貸倒引当金 △1,474 △27,448

流動資産合計 5,652,180 6,397,746

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 108,422 99,723

工具、器具及び備品（純額） 127,908 123,577

有形固定資産合計 236,330 223,301

無形固定資産   

特許権 12,168 16,982

ソフトウエア 65,018 63,768

その他 506 506

無形固定資産合計 77,692 81,257

投資その他の資産   

投資有価証券 16,146 1,891

長期貸付金 100,805 97,394

長期前払費用 1,638 1,128

差入保証金 90,382 94,203

供託金 9,440 9,879

貸倒引当金 △100,805 △97,394

投資その他の資産合計 117,607 107,103

固定資産合計 431,630 411,662

資産合計 6,083,811 6,809,409
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 187,119 156,918

未払金及び未払費用 193,932 193,973

未払法人税等 62,621 67,819

前受金 584,550 371,963

前受収益 434,427 490,086

返品調整引当金 620 407

その他 9,425 55,295

流動負債合計 1,472,698 1,336,464

固定負債   

リース債務 1,269 994

長期未払金 3,899 21,957

固定負債合計 5,169 22,951

負債合計 1,477,868 1,359,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,578,388 2,583,514

資本剰余金 9,050 14,176

利益剰余金 2,158,294 2,767,394

株主資本合計 4,745,733 5,365,085

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △219,957 △5,269

その他の包括利益累計額合計 △219,957 △5,269

新株予約権 72,993 82,626

少数株主持分 7,174 7,551

純資産合計 4,605,943 5,449,992

負債純資産合計 6,083,811 6,809,409
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 5,225,360 5,667,435

売上原価 2,321,129 2,875,439

売上総利益 2,904,231 2,791,996

販売費及び一般管理費 1,741,383 1,834,979

営業利益 1,162,847 957,016

営業外収益   

受取利息及び配当金 19,302 27,130

有価証券売却益 16,047 478

投資有価証券売却益 4,014 6,228

為替差益 － 15,344

その他 4,420 16,426

営業外収益合計 43,784 65,607

営業外費用   

有価証券評価損 － 269

為替差損 7,931 －

投資有価証券売却損 7,773 －

その他 123 82

営業外費用合計 15,828 351

経常利益 1,190,804 1,022,273

特別利益   

新株予約権戻入益 62 312

前期損益修正益 9,447 －

特別利益合計 9,509 312

特別損失   

投資有価証券評価損 － 14,536

特別損失合計 － 14,536

税金等調整前四半期純利益 1,200,314 1,008,049

法人税、住民税及び事業税 126,761 149,378

法人税等合計 126,761 149,378

少数株主損益調整前四半期純利益 1,073,552 858,671

少数株主利益 176 40

四半期純利益 1,073,376 858,630

株式会社セラーテムテクノロジー(4330)　平成24年６月期　第３四半期決算短信

7



（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,073,552 858,671

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,560 －

為替換算調整勘定 △72,262 214,688

その他の包括利益合計 △67,702 214,688

四半期包括利益 1,005,850 1,073,359

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,005,674 1,073,319

少数株主に係る四半期包括利益 176 40
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 1,200,314 1,008,049

減価償却費 72,995 57,735

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12,288 △6,706

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 14,805

為替差損益（△は益） 397 3,068

貸倒引当金の増減額（△は減少） △112 25,949

返品調整引当金の増減額（△は減少） － △212

受取利息及び受取配当金 △19,302 △27,130

新株予約権戻入益 △62 △312

前期損益修正損益（△は益） 9,447 －

売上債権の増減額（△は増加） △714,968 △827,611

たな卸資産の増減額（△は増加） △323,724 41,256

仕入債務の増減額（△は減少） 60,648 △53,418

前受金の増減額（△は減少） 80,126 △225,995

前渡金の増減額（△は増加） － △19,433

未払金の増減額（△は減少） △136,623 △5,862

その他 △266,029 50,882

小計 △49,182 35,063

利息及び配当金の受取額 19,302 23,562

法人税等の支払額 △70,303 △144,184

営業活動によるキャッシュ・フロー △100,182 △85,559

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △604,375 △288,223

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 787,330 304,915

有形固定資産の取得による支出 △26,539 △27,274

無形固定資産の取得による支出 △5,291 △8,654

長期前払費用の取得による支出 △305 △167

差入保証金の回収による収入 6,827 －

役員に対する短期貸付けによる支出 △370,000 －

役員に対する短期貸付金の回収による収入 370,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 157,644 △19,404

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △99 △79

株式の発行による収入 13,054 9,309

配当金の支払額 － △247,051

財務活動によるキャッシュ・フロー 12,954 △237,821

現金及び現金同等物に係る換算差額 △68,017 66,948

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,400 △275,836

現金及び現金同等物の期首残高 2,470,972 2,621,859

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,473,372 2,346,023
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該当事項はありません。   

   

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報   

（注）１ セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しないヘッ

ド・クオーター部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成24年３月31日） 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（注）１ セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しないヘッ

ド・クオーター部門に係る費用であります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行なっております。  

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報   

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）セグメント情報等

  （単位：千円）

  日本 北米 欧州 中国 計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高    

(1）外部顧客への売上高  25,589  1,342,220  －  3,857,550  5,225,360  －  5,225,360

(2）セグメント間取引  －  －  90,286  －  90,286  △90,286  －

計  25,589  1,342,220  90,286  3,857,550  5,315,647  △90,286  5,225,360

セグメント利益  749  282,924  20,562  911,052  1,215,290  △52,442  1,162,847

△52,442 115,954

△168,396

  （単位：千円）

  日本 北米 欧州 中国 計 調整額 
四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高    

(1）外部顧客への売上高  35,039  1,203,506  －  4,428,889  5,667,435  －  5,667,435

(2）セグメント間取引  －  －  79,822  －  79,822  △79,822  －

計  35,039  1,203,506  79,822  4,428,889  5,747,257  △79,822  5,667,435

セグメント利益  3,402  205,697  536  798,246  1,007,882  △50,865  957,016

△50,865 108,343

△159,208
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

   

   

（中国企業である北京誠信能環科技有限公司の子会社化について） 

 当社は、平成21年11月13日、WEALTH CHIME INDUSTRIAL LIMITEDに第三者割当増資を行うと同時に、True Honour 

Group Ltd.から、China CEE(Holding)Co.,LTDの全株式を買収することで、中国企業である北京誠信能環科技有限公

司を子会社化いたしました。しかし、WEALTH CHIME INDUSTRIAL LIMITEDとTrue Honour Group Ltd. は実質的に一

体で、本件の増資と買収は実質的には株式交換であり、また、本件の子会社化は、企業結合会計における逆取得に

あたります。そのため、当社は、第15期第２四半期（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日）から第17期

第２四半期（自 平成23年10月１日 至 平成23年12月31日）の決算を遡って訂正しております。 

 本件中国企業の子会社化に関連して、平成24年３月６日付で、当社代表取締役池田修ら３名が金融商品取引法違

反（偽計）の容疑で、東京地検特捜部に逮捕され、同月26日付で、当社は代表取締役池田修および元取締役宮永浩

明とともに、証券取引等監視委員会より刑事告発されるとともに、東京地方検察庁より起訴されております。その

ため、今後の刑事裁判の結果により、当社の業績に影響を与える可能性が存在します。 

 株式会社大阪証券取引所は、当社代表取締役池田修ら３名が金融商品取引法違反の容疑で逮捕されたことにとも

ない、平成24年３月６日付で、当社株式を監理銘柄（審査中）に指定しております。そのため、今後の審査の結果

いかんによっては上場廃止となり、これにかかる株主からの損害賠償請求等により、結果的に当社の業績に影響を

与える可能性が存在します。 

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

５．補足情報
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