
    

 

 

平成 24年６月 15日 

各      位 

上 場 会 社 名 株式会社セラーテムテクノロジー 

代 表 者 名 代表取締役社長  池田 修 

（コード番号  4330 大証 JASDAQ市場） 

本 社 所 在 地 東京都中央区日本橋本石町 3-1-2 

  

（訂正・数値データ訂正あり）「平成 23年６月期 第１四半期決算短信」の訂正について 

 

平成 24 年６月 15 日付当社適時開示「過年度決算の訂正の概要に関するお知らせ」のとおり、

当社の第 15期第２四半期（自平成 21年７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７月１日 至平成 23年 12月 31日）までの決算短信等の訂正を行いましたの

で、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

訂正を行う決算短信等 

「平成 23 年６月期 第１四半期決算短信」 

 

訂正事項が多数に及ぶことから訂正個所については、訂正後のみ＿＿線で示したうえ、参考と

して訂正前の全文を添付しております。 

以上 

 

■ 本件に関するお問い合わせ先 

株式会社セラーテムテクノロジー IR担当   TEL: 03-6820-0740  
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（事業の内容について）  

 
 当社グループは、日本、米国、欧州、中国に拠点を置き、グローバルな展開を行っております。 

 親会社である株式会社セラーテムテクノロジーは、ヘッド・クオーター（ＨＱ）部門が連結子会社のコントロー

ルを通じ、連結グループ全体の経営を行うとともに、日本事業部門がECサイト向け画像自動編集・配信事業を行っ

ております。 

 米国子会社であるセラーテム・インクは、デジタルコンテンツの保存、制作、管理、複製、配信、共有などに関

するソフトウェアの基礎技術および製品の開発を行うとともに全世界に対し製品販売を行っております。 

 英国子会社であるセラーテム・ヨーロッパは、欧州全域において、セラーテム・インク製品の販売促進活動を展

開しております。 

中国子会社である北京誠信は、中国国内における公共施設、商工業施設などをターゲットに、IT技術及びソフト

ウェアを駆使した省エネコンサルティング、スマートグリッドやソフトウェア開発などの省エネITサービス事業を

展開しております。 

中国子会社である科信能環は、中国国内における火力発電所や製鉄所などをターゲットとした大型の省エネITサ

ービス事業を行っております。 

  

（業績の状況） 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の需要回復等を背景に企業業績の緩やかな回復に向け

た動きが見られたものの、急激な円高による企業収益の圧迫など、景気に対する不透明感が続いております。当社

グループの主要市場の一つである北米においても景気の減速懸念は払拭されず、企業のIT投資の抑制傾向が続いて

おります。一方、当社グループの主要市場の一つである中国においては、旺盛な消費と高い経済成長がみられま

す。このような経営環境下において、当社グループでは、前連結会計年度で確立した米国と中国の２大プロフィッ

トセンターという営業黒字体制を維持し、当連結会計年度においても、さらなる成長戦略を積極的に実行しており

ます。 

北米および欧州のソフトウェア事業は、フォント管理製品の新バージョンの売上が予想より遥かに好調に推移し

たこと、企業向けフォント管理ソフトウェアが引続き堅調に推移したこと、ならびに米国政府機関向け地理情報シ

ステムが好調であったことなどから、売上増を達成いたしました。利益段階においても、2009年前半に実施した大

幅な組織改革以降、プロセスの改善、効率性や組織の若返りが功を奏し、前年同期に比べ大幅に利益が増加いたし

ました。 

中国の省エネITサービス事業は、規模拡大に備えた人材の教育・登用を実施すると共に、引続き安定的な案件受

注を目指しております。当第１四半期連結会計期間では、既存の省エネ環境関連の受注も順調に推移するなか、小

規模ながら火力発電所向けの省エネコンサルティングサービスの受注に成功いたしております。また、既に受注を
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公表いたしました３件のスマートグリッド案件などに関しては、本年12月末の完成に向け順調に推移しており、当

第１四半期連結会計期間の売上に貢献いたしております。 

 日本のECサイト向け画像ソリューションは、顧客ベースならびに販売パートナーの拡充を念頭に、ファッション

業界を中心に実績を重ねております。その結果、当第１四半期連結会計期間では、事業部門の営業利益は黒字化を

達成いたしております。また、コストセンターである本社ヘッド・クオーター部門においても、引続き徹底したコ

スト管理を行っております。 

これら売上高の増加と効率的な経営があいまって、当社グループは当第１四半期連結会計期間において、堅調に

営業黒字を積み重ねております。経常利益、四半期純利益の段階において、急速な円高による為替差損等の損失が

発生したものの、有価証券売却益等の利益により、黒字幅を増加する結果となりました。 

以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高が1,501百万円（前年同期比257.4％増）、営業利益が306百万

円（前年同期28百万円）、経常利益が318百万円（前年同期16百万円）、および四半期純利益が312百万円（前年同

期16百万円）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間の数値が前第１四半期連結会計期間より大幅に増加している理由は、前第２四

半期連結会計期間末（平成21年12月31日）に、買収により中国企業を100％連結子会社化し、中国市場、省エネIT

サービス事業に参入したためであります。 

    

 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を行っております。当第１四半期

連結会計期間において売上高は11百万円（前年同期比70.4％増）となりました。営業利益は２百万円となりまし

た。なお、前期において日本セグメントに計上されていたヘッド・クオーター部門（米中欧の連結子会社のコント

ロールを通じ、連結グループ全体の経営を行う部門）に係る費用56百万円は、当第１四半期連結会計期間より全社

費用として調整額に計上されており、日本セグメントから除外されております。 

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、全世界にソフトウェアの販売を行っております。当第１四

半期連結会計期間において売上高は456百万円（前年同期比10.4％増）となりました。営業利益はセグメント間の

内部費用負担を含めて113百万円（前年同期56百万円）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に欧州市場全体に米国セラーテ

ム・インク製品の販売促進活動を行っております。当第１四半期連結会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28百万円（前年同期比11.7％増）となりました。営業利益は５百万円（前年同期２百万円）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ITサービス事業

を展開しております。当第１四半期連結会計期間において売上高は1,033百万円、営業利益はセグメント間の内部

費用負担を含めて202百万円となりました。  

  

 また当社グループの製品・サービスを、ITソフトウェア関連と省エネ環境関連に区分した場合、それぞれの業績

は次のとおりとなります。 

①ITソフトウェア関連   

フォント管理、デジタル資産管理、地理情報システム、エネルギー管理システム等を中心として、ITソフトウェ

アの開発、製造、販売を行っております。当第１四半期連結会計期間において、売上高は781百万円、営業利益は

セグメント間の内部費用負担を含めて202百万円となりました。 

②省エネ環境関連   

中国国内において省エネ環境関連工事や省エネコンサルティング等を展開しております。当第１四半期連結会計

期間において、売上高は720百万円、営業利益はセグメント間の内部費用負担を含めて120百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・純資産の状況）   

当第１四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4.0％増加し、4,012百万円となり

ました。これは受取手形及び売掛金が202百万円、前渡金が101百万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0.2％増加し、666百万円となりました。これは投資有価証券が18百万円増加したことな

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3.4％増加し、4,679百万円となりました。 
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  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.3％減少し、1,191百万円となりました。これは未払金及び未払費用

が70百万円、前受金が37百万円減少したことなどによります。  

 固定負債は、1百万円となりました。これはリース債務が1百万円増加したことによります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べて、6.8％増加し、3,486百万円となりました。これは、四半期純利益312百

万円を計上したことなどによります。なお、平成22年９月15日開催の定時株主総会において、資本政策上の柔軟性

や機動性を確保することを目的とする無償減資を行っており、これにより資本金が2,186百万円、資本剰余金が

4,314百万円減少し、この全額が利益剰余金に振替えられております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、当第１四半期連結会計期間において35百万円減

少し、2,435百万円となりました。 

 当第１四半期連結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） 

営業活動の結果獲得した資金は、89百万円(前年同期26百万円の使用)となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益328百万円、売上債権の増加225百万円、未払金の減少61百万円等であ

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、44百万円(前年同期0.05百万円の獲得)となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出480百万

円、有価証券及び投資有価証券の売却による収入461百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、３百万円(前年同期300百万円の獲得)となりました。 

主な要因は、ストックオプション行使に伴う株式発行による収入３百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年6月期の連結業績予想につきましては、平成22年８月６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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２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

  

（４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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３．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円） 

        当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 2,435,214 2,470,972 
    受取手形及び売掛金 641,556 439,052 
    たな卸資産 761,227 755,143 
    前渡金 109,159 7,763 
    前払費用 30,342 41,436 
    その他 37,531 146,559 
    貸倒引当金 △2,107 △2,225 
    流動資産合計 4,012,923 3,858,701 
  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物（純額） 124,652 140,912 
      工具、器具及び備品（純額） 147,086 129,252 
      有形固定資産合計 271,738 270,165 
    無形固定資産     

      特許権 9,128 8,841 
      ソフトウエア 77,729 86,351 
      その他 506 506 
      無形固定資産合計 87,364 95,699 
    投資その他の資産     

      投資有価証券 200,953 182,736 
      長期貸付金 103,182 106,920 
      長期前払費用 1,853 2,076 
      差入保証金 94,770 101,790 
      供託金 9,478 9,872 
      繰延税金資産 － 2,462 
      貸倒引当金 △103,182 △106,920 
      投資その他の資産合計 307,056 298,937 
    固定資産合計 666,159 664,802 
  資産合計 4,679,083 4,523,504 
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（単位：千円） 

      当第１四半期連結会計期間末 

(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 

要約連結貸借対照表 

(平成22年６月30日) 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 215,087 159,091 
    未払金及び未払費用 224,076 295,012 
    未払法人税等 24,025 28,844 
    前受金 278,590 315,997 
    前受収益 432,597 420,593 
    返品調整引当金 794 781 
    その他 16,306 37,572 
    流動負債合計 1,191,477 1,257,892 
  固定負債     

    リース債務 1,448 － 
    固定負債合計 1,448 － 
  負債合計 1,192,925 1,257,892 

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 2,571,271 4,755,989 
    資本剰余金 1,933 4,314,188 
    利益剰余金 1,057,012 △5,756,345  
    株主資本合計 3,630,216 3,313,832 
  評価・換算差額等     

    その他有価証券評価差額金 △12,787 △4,560 
    為替換算調整勘定 △186,706 △87,345 
    評価・換算差額等合計 △199,493 △91,905 
  新株予約権 47,947 35,648 
  少数株主持分 7,486 8,036 
  純資産合計 3,486,157 3,265,611 

負債純資産合計 4,679,083 4,523,504 
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（２）四半期連結損益計算書 

（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円） 

    
前第１四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30日) 

売上高 420,027 1,501,602 

売上原価 12,626 598,492 

売上総利益 407,401 903,110 

販売費及び一般管理費 378,990 596,714 

営業利益 28,410 306,395 

営業外収益     

  受取利息 174 5,836 
  有価証券売却益 － 12,965 
  投資有価証券売却益 － 2,756 
  その他 1,410 3,712 
  営業外収益合計 1,585 25,271 

営業外費用     

  為替差損 13,169 5,153 
  投資有価証券売却損 － 7,773 
  その他 － 11 
  営業外費用合計 13,169 12,937 

経常利益 16,826 318,729 

特別利益     

  前期損益修正益 － 9,447 
  特別利益合計 － 9,447 

税金等調整前四半期純利益 16,826 328,176 

法人税、住民税及び事業税 459 15,890 

法人税等合計 459 15,890 

少数株主損益調整前四半期純利益 16,366 312,286 

少数株主損失（△） － △231 

四半期純利益 16,366 312,518 
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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１四半期連結累計期間 

(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 

(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年９月30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 16,826 328,176 
  減価償却費 13,489 23,260 
  有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △7,948 
  為替差損益（△は益） 2,813 350 
  貸倒引当金の増減額（△は減少） 152 － 
  受取利息及び受取配当金 △174 △5,836 
  売上債権の増減額（△は増加） △33,335 △225,780 
  たな卸資産の増減額（△は増加） － △36,719 
  仕入債務の増減額（△は減少） △9,032 63,126 
  前受金の増減額（△は減少） － △25,122 
  未払金の増減額（△は減少） － △61,493 
  前期損益修正損益（△は益） － 9,447 
  その他 △16,049 47,158 
  小計 △25,309 108,617 
  利息及び配当金の受取額 174 92 
  法人税等の支払額 △1,773 △19,643 
  営業活動によるキャッシュ・フロー △26,909 89,066 

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 － △480,356 
  有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 461,859 
  有形固定資産の取得による支出 △8,006 △27,875 
  無形固定資産の取得による支出 △1,681 △1,550 
  長期前払費用の取得による支出 △196 － 
  差入保証金の回収による収入 － 3,256 
  その他 9,939 － 
  投資活動によるキャッシュ・フロー 55 △44,665 

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 － △24 
  転換社債の発行による収入 120,000 － 
  株式の発行による収入 180,124 3,453 
  財務活動によるキャッシュ・フロー 300,124 3,429 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,071 △83,587 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269,198 △35,757 

現金及び現金同等物の期首残高 538,321 2,470,972 

現金及び現金同等物の四半期末残高 807,520 2,435,214 
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（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。  

  

  

（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 平成21年９月30日） 

 当社グループはソフトウェア関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。したがって、開示

対象となるセグメントがありませんので、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 平成21年９月30日） 

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
6,847 413,179 － － 420,027 － 420,027 

(2）セグメント間の内部売

上高 
－ 212 25,739 － 25,951 △25,951 － 

計 6,847 413,392 25,739 － 445,979 △25,951 420,027 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△54,126 56,131 2,784 － 4,789 23,621 28,410 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国 

欧州………イギリス 

アジア……韓国  

なお、韓国の拠点は平成20年12月をもって閉鎖されました。そのため、当第１四半期連結累計期間におい

て、アジアのセグメントの活動はありません。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 308,680 91,704 10,659 411,045 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 420,027 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
73.5 21.8 2.5 97.9 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国、カナダ 

欧州………フランス、イギリス他 

その他……中国、韓国、台湾他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

当社は、日本にヘッド・クオーター部門を置き、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、日本本社の他、米国、英

国、中国に重要な現地法人を置いて事業活動を展開しております。日本国内においては当社セラーテムテクノロジー

の事業部門が、米国、カナダといった北米地域においてはセラーテム・インクが、英国、フランス、ドイツといった

欧州地域においてはセラーテム・ヨーロッパが、中国においては北京誠信、科信能環などの中国子会社が、それぞれ

独立した経営単位として各地域における事業活動を展開しております。そのため、当社は「日本」、「北米」、「欧

州」及び「中国」という４つの地域を基礎とした報告セグメントを有し、グローバル戦略に関する重要な意思決定を

行っております。 

  

２．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   

当第１四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）        （単位：千円） 

  日本 北米  欧州  中国  計  
調整額 
（注）  

四半期連結 
損益計算書 
計上額 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
11,666 456,565 － 1,033,370 1,501,602 － 1,501,602 

(2）セグメント間取引 － － 28,738 － 28,738 △28,738 － 

計 11,666 456,565 28,738 1,033,370 1,530,340 △28,738 1,501,602 

セグメント利益 2,626 113,117 5,141 202,718 323,603 △17,207 306,395 

（注）セグメント利益の調整額△17,207千円には、セグメント間取引消去△39,685千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用56,893千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。 

  

３．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。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成22年９月15日開催の定時株主総会において、資本政策上の柔軟性や機動性を確保することを目的と

する無償減資を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が2,186,650千円、資本準備金

が4,314,188千円減少し、この減少額6,500,839千円と同額利益剰余金が増加しております。 

 また、ストック・オプションの権利行使により、資本金が1,933千円、資本準備金が1,933千円増加しておりま

す。 

 これらにより、当第１四半期連結会計期間末において資本金が2,571,271千円、資本剰余金が1,933千円、利益剰

余金が1,057,012千円となっております。 
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1.  平成23年6月期第1四半期の連結業績（平成22年7月1日～平成22年9月30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 ％

23年6月期第1四半期 1,501 257.4 306 992.9 336 ― 330 ―
22年6月期第1四半期 420 △20.6 28 ― 16 ― 16 ―

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6月期第1四半期 1,330.03 1,320.63
22年6月期第1四半期 139.78 ―

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6月期第1四半期 4,679 3,184 66.9 12,597.39
22年6月期 4,523 2,946 64.2 11,689.63

（参考） 自己資本   23年6月期第1四半期  3,129百万円 22年6月期  2,902百万円

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

22年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年6月期 ―
23年6月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成23年6月期の連結業績予想（平成22年7月1日～平成23年6月30日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

2,800 217.8 500 449.5 538 556.1 500 541.0 2,014.45

通期 6,000 73.4 1,102 93.0 1,212 83.1 1,080 79.1 4,349.45

okubo
テキストボックス
【訂正前】



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(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 
 上記に記載された連結業績予想数値は、現在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。実際の実
績等は業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.5「２．その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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6月期1Q 248,397株 22年6月期  248,307株
② 期末自己株式数 23年6月期1Q  ―株 22年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年6月期1Q 248,308株 22年6月期1Q 117,088株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

（事業の内容について）  

 
 当社グループは、日本、米国、欧州、中国に拠点を置き、グローバルな展開を行っております。 

 親会社である株式会社セラーテムテクノロジーは、ヘッド・クオーター（ＨＱ）部門が連結子会社のコントロー

ルを通じ、連結グループ全体の経営を行うとともに、日本事業部門がECサイト向け画像自動編集・配信事業を行っ

ております。 

 米国子会社であるセラーテム・インクは、デジタルコンテンツの保存、制作、管理、複製、配信、共有などに関

するソフトウェアの基礎技術および製品の開発を行うとともに全世界に対し製品販売を行っております。 

 英国子会社であるセラーテム・ヨーロッパは、欧州全域において、セラーテム・インク製品の販売促進活動を展

開しております。 

中国子会社である北京誠信は、中国国内における公共施設、商工業施設などをターゲットに、IT技術及びソフト

ウェアを駆使した省エネコンサルティング、スマートグリッドやソフトウェア開発などの省エネITサービス事業を

展開しております。 

中国子会社である科信能環は、中国国内における火力発電所や製鉄所などをターゲットとした大型の省エネITサ

ービス事業を行っております。 

  

（業績の状況） 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国の需要回復等を背景に企業業績の緩やかな回復に向け

た動きが見られたものの、急激な円高による企業収益の圧迫など、景気に対する不透明感が続いております。当社

グループの主要市場の一つである北米においても景気の減速懸念は払拭されず、企業のIT投資の抑制傾向が続いて

おります。一方、当社グループの主要市場の一つである中国においては、旺盛な消費と高い経済成長がみられま

す。このような経営環境下において、当社グループでは、前連結会計年度で確立した米国と中国の２大プロフィッ

トセンターという営業黒字体制を維持し、当連結会計年度においても、さらなる成長戦略を積極的に実行しており

ます。 

北米および欧州のソフトウェア事業は、フォント管理製品の新バージョンの売上が予想より遥かに好調に推移し

たこと、企業向けフォント管理ソフトウェアが引続き堅調に推移したこと、ならびに米国政府機関向け地理情報シ

ステムが好調であったことなどから、ドルベースでは前年同期比20％以上の売上増を達成いたしました。利益段階

においても、2009年前半に実施した大幅な組織改革以降、プロセスの改善、効率性や組織の若返りが功を奏し、前

年同期に比べ大幅に利益が増加いたしました。 

中国の省エネITサービス事業は、規模拡大に備えた人材の教育・登用を実施すると共に、引続き安定的な案件受

注を目指しております。当第１四半期連結会計期間では、既存の省エネ環境関連の受注も順調に推移するなか、小

規模ながら火力発電所向けの省エネコンサルティングサービスの受注に成功いたしております。また、既に受注を

公表いたしました３件のスマートグリッド案件などに関しては、本年12月末の完成に向け順調に推移しており、当

第１四半期連結会計期間の売上に貢献いたしております。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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 日本のECサイト向け画像ソリューションは、顧客ベースならびに販売パートナーの拡充を念頭に、ファッション

業界を中心に実績を重ねております。その結果、当第１四半期連結会計期間では、事業部門の営業利益は黒字化を

達成いたしております。また、コストセンターである本社ヘッド・クオーター部門においても、引続き徹底したコ

スト管理を行っております。 

これら売上高の増加と効率的な経営があいまって、当社グループは当第１四半期連結会計期間において、堅調に

営業黒字を積み重ねております。経常利益、四半期純利益の段階において、急速な円高による為替差損等の損失が

発生したものの、有価証券売却益等の利益により、黒字幅を増加する結果となりました。 

以上の結果、当社グループの連結業績は、売上高が1,501百万円（前年同期比257.4％増）、営業利益が306百万

円（前年同期28百万円）、経常利益が336百万円（前年同期16百万円）、および四半期純利益が330百万円（前年同

期16百万円）となりました。 

なお、当第１四半期連結会計期間の数値が前第１四半期連結会計期間より大幅に増加している理由は、前第２四

半期連結会計期間末（平成21年12月31日）に、買収により中国企業を100％連結子会社化し、中国市場、省エネIT

サービス事業に参入したためであります。 

    

 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を行っております。当第１四半期

連結会計期間において売上高は11百万円（前年同期比70.4％増）となりました。営業利益は２百万円となりまし

た。なお、前期において日本セグメントに計上されていたヘッド・クオーター部門（米中欧の連結子会社のコント

ロールを通じ、連結グループ全体の経営を行う部門）に係る費用56百万円は、当第１四半期連結会計期間より全社

費用として調整額に計上されており、日本セグメントから除外されております。 

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、全世界にソフトウェアの販売を行っております。当第１四

半期連結会計期間において売上高は456百万円（前年同期比10.4％増）となりました。営業利益はセグメント間の

内部費用負担を含めて113百万円（前年同期56百万円）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に欧州市場全体に米国セラーテ

ム・インク製品の販売促進活動を行っております。当第１四半期連結会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28百万円（前年同期比11.7％増）となりました。営業利益は５百万円（前年同期２百万円）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ITサービス事業

を展開しております。当第１四半期連結会計期間において売上高は1,033百万円、営業利益はセグメント間の内部

費用負担を含めて202百万円となりました。  

  

 また当社グループの製品・サービスを、ITソフトウェア関連と省エネ環境関連に区分した場合、それぞれの業績

は次のとおりとなります。 

①ITソフトウェア関連   

フォント管理、デジタル資産管理、地理情報システム、エネルギー管理システム等を中心として、ITソフトウェ

アの開発、製造、販売を行っております。当第１四半期連結会計期間において、売上高は781百万円、営業利益は

セグメント間の内部費用負担を含めて202百万円となりました。 

②省エネ環境関連   

中国国内において省エネ環境関連工事や省エネコンサルティング等を展開しております。当第１四半期連結会計

期間において、売上高は720百万円、営業利益はセグメント間の内部費用負担を含めて120百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産・負債・純資産の状況）   

当第１四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4.0％増加し、4,012百万円となり

ました。これは受取手形及び売掛金が202百万円、前渡金が101百万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0.2％増加し、666百万円となりました。これは投資有価証券が18百万円増加したことな

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3.4％増加し、4,679百万円となりました。 

  流動負債は、前連結会計年度末に比べて、5.3％減少し、1,191百万円となりました。これは未払金及び未払費用

が70百万円、前受金が37百万円減少したことなどによります。  
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 固定負債は、前連結会計年度末に比べて、5.1％減少し、303百万円となりました。これは負ののれんが17百万円

減少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、8.1％増加し、3,184百万円となりました。これは、四半期純利益330百

万円を計上したことなどによります。なお、平成22年９月15日開催の定時株主総会において、資本政策上の柔軟性

や機動性を確保することを目的とする無償減資を行っており、これにより資本金が2,186百万円、資本剰余金が

4,314百万円減少し、この全額が利益剰余金に振替えられております。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、当第１四半期連結会計期間において35百万円減

少し、2,435百万円となりました。 

 当第１四半期連結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） 

営業活動の結果獲得した資金は、89百万円(前年同期26百万円の使用)となりました。 

主な要因は、税金等調整前四半期純利益345百万円、売上債権の増加225百万円、未払金の減少61百万円等であ

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、44百万円(前年同期0.05百万円の獲得)となりました。 

主な要因は、有形固定資産の取得による支出27百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出480百万

円、有価証券及び投資有価証券の売却による収入461百万円等であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果獲得した資金は、３百万円(前年同期300百万円の獲得)となりました。 

主な要因は、ストックオプション行使に伴う株式発行による収入３百万円等であります。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年6月期の連結業績予想につきましては、平成22年８月６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）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（固定資産の減価償却費の算定方法） 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 第１四半期連結会計期間より、「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。 

 これによる、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響額はありません。 

  

（４) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,435,214 2,470,972

受取手形及び売掛金 641,556 439,052

たな卸資産 761,227 755,143

前渡金 109,159 7,763

前払費用 30,342 41,436

その他 37,531 146,559

貸倒引当金 △2,107 △2,225

流動資産合計 4,012,923 3,858,701

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 124,652 140,912

工具、器具及び備品（純額） 147,086 129,252

有形固定資産合計 271,738 270,165

無形固定資産   

特許権 9,128 8,841

ソフトウエア 77,729 86,351

その他 506 506

無形固定資産合計 87,364 95,699

投資その他の資産   

投資有価証券 200,953 182,736

長期貸付金 103,182 106,920

長期前払費用 1,853 2,076

差入保証金 94,770 101,790

供託金 9,478 9,872

繰延税金資産 － 2,462

貸倒引当金 △103,182 △106,920

投資その他の資産合計 307,056 298,937

固定資産合計 666,159 664,802

資産合計 4,679,083 4,523,504
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 215,087 159,091

未払金及び未払費用 224,076 295,012

未払法人税等 24,025 28,844

前受金 278,590 315,997

前受収益 432,597 420,593

返品調整引当金 794 781

その他 16,306 37,572

流動負債合計 1,191,477 1,257,892

固定負債   

負ののれん 301,570 319,309

リース債務 1,448 －

固定負債合計 303,018 319,309

負債合計 1,494,496 1,577,202

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,571,271 4,755,989

資本剰余金 1,933 4,314,188

利益剰余金 1,001,990 △5,829,106

株主資本合計 3,575,195 3,241,071

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,787 △4,560

為替換算調整勘定 △433,255 △333,894

評価・換算差額等合計 △446,042 △338,454

新株予約権 47,947 35,648

少数株主持分 7,486 8,036

純資産合計 3,184,587 2,946,302

負債純資産合計 4,679,083 4,523,504
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 420,027 1,501,602

売上原価 12,626 598,492

売上総利益 407,401 903,110

販売費及び一般管理費 378,990 596,714

営業利益 28,410 306,395

営業外収益   

受取利息 174 5,836

有価証券売却益 － 12,965

負ののれん償却額 － 17,739

投資有価証券売却益 － 2,756

その他 1,410 3,712

営業外収益合計 1,585 43,010

営業外費用   

為替差損 13,169 5,153

投資有価証券売却損 － 7,773

その他 － 11

営業外費用合計 13,169 12,937

経常利益 16,826 336,468

特別利益   

前期損益修正益 － 9,447

特別利益合計 － 9,447

税金等調整前四半期純利益 16,826 345,915

法人税、住民税及び事業税 459 15,890

法人税等合計 459 15,890

少数株主損益調整前四半期純利益 16,366 330,025

少数株主損失（△） － △231

四半期純利益 16,366 330,257
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30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 16,826 345,915

減価償却費 13,489 23,260

負ののれん償却額 － △17,739

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － △7,948

為替差損益（△は益） 2,813 350

貸倒引当金の増減額（△は減少） 152 －

受取利息及び受取配当金 △174 △5,836

売上債権の増減額（△は増加） △33,335 △225,780

たな卸資産の増減額（△は増加） － △36,719

仕入債務の増減額（△は減少） △9,032 63,126

前受金の増減額（△は減少） － △25,122

未払金の増減額（△は減少） － △61,493

前期損益修正損益（△は益） － 9,447

その他 △16,049 41,414

小計 △25,309 102,872

利息及び配当金の受取額 174 5,836

法人税等の支払額 △1,773 △19,643

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,909 89,066

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 － △480,356

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 － 461,859

有形固定資産の取得による支出 △8,006 △27,875

無形固定資産の取得による支出 △1,681 △1,550

長期前払費用の取得による支出 △196 －

差入保証金の回収による収入 － 3,256

その他 9,939 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 55 △44,665

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 － △24

転換社債の発行による収入 120,000 －

株式の発行による収入 180,124 3,453

財務活動によるキャッシュ・フロー 300,124 3,429

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,071 △83,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 269,198 △35,757

現金及び現金同等物の期首残高 538,321 2,470,972

現金及び現金同等物の四半期末残高 807,520 2,435,214
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該当事項はありません。  

  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 平成21年９月30日） 

 当社グループはソフトウェア関連事業並びにこれらに付帯する業務の単一事業であります。したがって、開示

対象となるセグメントがありませんので、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 平成21年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国 

欧州………イギリス 

アジア……韓国  

なお、韓国の拠点は平成20年12月をもって閉鎖されました。そのため、当第１四半期連結累計期間におい

て、アジアのセグメントの活動はありません。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自平成21年７月１日 至平成21年９月30日） 

 （注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２ 本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。 

北米………米国、カナダ 

欧州………フランス、イギリス他 

その他……中国、韓国、台湾他 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
日本 

（千円） 
北米 

（千円） 
欧州 

（千円） 
アジア 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                    

(1）外部顧客に対する売上

高 
6,847 413,179 － － 420,027 － 420,027 

(2）セグメント間の内部売

上高 
－ 212 25,739 － 25,951 △25,951 － 

計 6,847 413,392 25,739 － 445,979 △25,951 420,027 

営業利益又は 

営業損失（△） 
△54,126 56,131 2,784 － 4,789 23,621 28,410 

  北米 欧州 その他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 308,680 91,704 10,659 411,045 

Ⅱ 連結売上高（千円） － － － 420,027 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売

上高の割合（％） 
73.5 21.8 2.5 97.9 
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【セグメント情報】 

１．報告セグメントの概要  

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資源の

配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、日本にヘッド・クオーター部門を置き、国内及び海外の包括的な戦略を立案し、日本本社の他、米国、英

国、中国に重要な現地法人を置いて事業活動を展開しております。日本国内においては当社セラーテムテクノロジー

の事業部門が、米国、カナダといった北米地域においてはセラーテム・インクが、英国、フランス、ドイツといった

欧州地域においてはセラーテム・ヨーロッパが、中国においては北京誠信、科信能環などの中国子会社が、それぞれ

独立した経営単位として各地域における事業活動を展開しております。そのため、当社は「日本」、「北米」、「欧

州」及び「中国」という４つの地域を基礎とした報告セグメントを有し、グローバル戦略に関する重要な意思決定を

行っております。 

  

２．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   

当第１四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年９月30日）        （単位：千円）

（注）セグメント利益の調整額△17,207千円には、セグメント間取引消去△39,685千円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用56,893千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。 

  

３．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。  

  

（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等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20号 平

成20年３月21日）を適用しております。 

 当社は、平成22年９月15日開催の定時株主総会において、資本政策上の柔軟性や機動性を確保することを目的と

する無償減資を行いました。この結果、当第１四半期連結会計期間において資本金が 千円、資本準備金

が 千円減少し、この減少額 千円と同額利益剰余金が増加しております。 

 また、ストック・オプションの権利行使により、資本金が 千円、資本準備金が 千円増加しておりま

す。 

 これらにより、当第１四半期連結会計期間末において資本金が 千円、資本剰余金が 千円、利益剰

余金が 千円となっております。 

  

  

  日本 北米  欧州  中国  計  
調整額 
（注）  

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売上

高 
 11,666  456,565  －  1,033,370  1,501,602  －  1,501,602

(2）セグメント間取引  －  －  28,738  －  28,738  △28,738  －

計  11,666  456,565  28,738  1,033,370  1,530,340  △28,738  1,501,602

セグメント利益  2,626  113,117  5,141  202,718  323,603  △17,207  306,395

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

2,186,650

4,314,188 6,500,839

1,933 1,933

2,571,271 1,933

1,001,990
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