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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7月1日～平成23年12月31日） 

（注）当社は、平成23年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割をいたしました。これにより、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後1株 
当たり四半期純利益の平成23年６月期第２四半期の数値は株式分割後の数値を記載しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成23年１月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割をいたしました。これにより、１株当たり純資産の平成23年６月期の数値は株式 
分割後の数値を記載しております。  

(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2四半期 3,833 13.0 732 △1.3 782 △2.2 690 △9.4
23年6月期第2四半期 3,393 285.1 742 715.4 800 875.6 762 876.9

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 641百万円 （8.4％） 23年6月期第2四半期 591百万円 （―％）

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2四半期 552.89 541.41
23年6月期第2四半期 613.49 595.73

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2四半期 6,639 4,766 70.5 3,738.81
23年6月期 6,083 4,357 70.3 3,428.38
（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  4,677百万円 23年6月期  4,277百万円

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 △3.7 1,382 △6.9 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。 
 決算補足説明資料はTDnetで同日開示しております。また当社ホームページに掲載いたしております。 

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2Q 1,251,060 株 23年6月期 1,247,650 株
② 期末自己株式数 24年6月期2Q ― 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2Q 1,249,157 株 23年6月期2Q 1,242,600 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四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や円高の

長期化による国内産業への圧迫、中国経済の景気減速懸念など、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、中国子会社、米国子会社を中心に売上高の99％が海外である当社グループにとって

も厳しい状況が続いておりますが、当第２四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２四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や継続的な円高基調の為替相場の影響によ

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２四半期連結累計期間においては、大規模な受注はなかったものの、中小規模のスマ

ートグリッド事業、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、増収増益とな

りました。 

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行っており、小規模ながらも効率的な

活動を行っております。当第２四半期連結累計期間においても堅調に売上を重ね、連結業績に寄与しております。

営業外の損益項目においては、受取利息や負ののれん償却額、投資有価証券売却益などの利益が発生したもの

の、円高により保有する米ドル資産に関連した為替差損が発生していることや、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3,833百万円（前年同期比13.0％増）、営業利益が732百万円

（前年同期742百万円）、経常利益が782百万円（前年同期800百万円）および四半期純利益が690百万円（前年同期

762百万円）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２四半期連結累計期間において売上高は24百万円（前年同期比29.1％増）となりました。セグメン

ト利益は３百万円（前年同期は２百万円）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２四半期連結累計期間において売上高は820百万円（前年同期比10.2％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164百万円（前年同期は216百万円）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２

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54百万円（前年同期比7.5％減）となり

ました。セグメント利益は１百万円（前年同期は12百万円）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２四半期連結累計期間において売上高は2,988百万円（前

年同期比21.4％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598百万円（前年同期は546百万円）

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２四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10.2％増加し、6,228百万円とな

りました。これは受取手形及び売掛金が746百万円、たな卸資産が146百万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5.0％減少し、410百万円となりました。これは減価償却等よる有形固定

資産の減少19百万円などによります。この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて9.1％増加し、6,639百万円と

なりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて、11.2％増加し、1,637百万円となりました。これは未払金及び未払費

用が113百万円、前受収益が41百万円増加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、7.3％減少し、235百万円となりました。これは負ののれんが35百万円

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、9.4％増加し、4,766百万円となりました。これは、四半期純利益690百

万円を計上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２四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２四半期連結累計期間において352百万円減

少し、2,269百万円となりました。 

 当第２四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、47百万円（前年同期241百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益789百万円、売上債権の増加758百万円等であります。 

（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、17百万円（前年同期179百万円の獲得）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16百万円、有価証券及び投資有価証券の取得による支出10百万円

および有価証券及び投資有価証券の売却による収入16百万円等であります。 

（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、238百万円（前年同期８百万円の獲得）となりました。 

 主な要因は、配当金の支払額246百万円等であります。 

  

（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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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,621,859 2,269,392

受取手形及び売掛金 1,269,353 2,015,556

有価証券 10,254 10,046

たな卸資産 1,325,257 1,472,222

前渡金 367,968 337,840

前払費用 18,086 16,652

その他 40,875 108,646

貸倒引当金 △1,474 △1,398

流動資産合計 5,652,180 6,228,958

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 108,422 98,802

工具、器具及び備品（純額） 127,908 118,277

有形固定資産合計 236,330 217,079

無形固定資産   

特許権 12,168 14,505

ソフトウエア 65,018 62,739

その他 506 506

無形固定資産合計 77,692 77,751

投資その他の資産   

投資有価証券 16,146 15,546

長期貸付金 100,805 92,165

長期前払費用 1,638 1,214

差入保証金 90,382 89,267

供託金 9,440 9,319

貸倒引当金 △100,805 △92,165

投資その他の資産合計 117,607 115,347

固定資産合計 431,630 410,178

資産合計 6,083,811 6,639,137
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 187,119 171,057

未払金及び未払費用 193,932 307,601

未払法人税等 62,621 79,229

前受金 584,550 579,690

前受収益 434,427 475,537

返品調整引当金 620 385

その他 9,425 24,351

流動負債合計 1,472,698 1,637,853

固定負債   

負ののれん 248,351 212,873

リース債務 1,269 1,087

長期未払金 3,899 21,083

固定負債合計 253,521 235,044

負債合計 1,726,220 1,872,897

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,578,388 2,582,768

資本剰余金 9,050 13,429

利益剰余金 2,156,490 2,597,609

株主資本合計 4,743,930 5,193,807

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △466,506 △516,337

その他の包括利益累計額合計 △466,506 △516,337

新株予約権 72,993 81,294

少数株主持分 7,174 7,475

純資産合計 4,357,591 4,766,239

負債純資産合計 6,083,811 6,639,137
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,393,862 3,833,583

売上原価 1,481,273 1,917,650

売上総利益 1,912,589 1,915,933

販売費及び一般管理費 1,170,324 1,183,394

営業利益 742,264 732,538

営業外収益   

受取利息及び配当金 12,908 19,859

有価証券売却益 16,047 146

投資有価証券売却益 4,014 －

負ののれん償却額 35,478 35,478

その他 4,426 5,969

営業外収益合計 72,875 61,454

営業外費用   

有価証券評価損 － 269

為替差損 6,446 10,792

投資有価証券売却損 7,773 －

その他 43 57

営業外費用合計 14,262 11,118

経常利益 800,877 782,874

特別利益   

前期損益修正益 9,447 －

投資有価証券売却益 － 6,228

新株予約権戻入益 62 230

特別利益合計 9,509 6,459

税金等調整前四半期純利益 810,387 789,333

法人税、住民税及び事業税 47,934 98,296

法人税等合計 47,934 98,296

少数株主損益調整前四半期純利益 762,452 691,037

少数株主利益 128 388

四半期純利益 762,324 690,648

株式会社セラーテムテクノロジー(4330)　平成24年６月期　第２四半期決算短信

6



（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 762,452 691,037

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 △175,310 △49,830

その他の包括利益合計 △170,750 △49,830

四半期包括利益 591,702 641,206

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 591,573 640,817

少数株主に係る四半期包括利益 128 388
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12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 810,387 789,333

減価償却費 50,642 38,007

負ののれん償却額 △35,478 △35,478

新株予約権戻入益 △62 △230

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12,288 △6,374

為替差損益（△は益） 2,690 4,495

貸倒引当金の増減額（△は減少） △113 △20

返品調整引当金の増減額（△は減少） △185 △211

受取利息及び受取配当金 △12,908 △19,859

前期損益修正損益（△は益） 9,447 －

売上債権の増減額（△は増加） △289,393 △758,569

たな卸資産の増減額（△は増加） △98,915 △162,178

仕入債務の増減額（△は減少） 69,759 △9,211

前受金の増減額（△は減少） 87,750 2,609

前渡金の増減額（△は増加） △203,095 25,116

未払金の増減額（△は減少） △20,600 116,798

その他 △98,804 35,388

小計 258,831 19,615

利息及び配当金の受取額 12,908 13,631

法人税等の支払額 △30,699 △80,969

営業活動によるキャッシュ・フロー 241,040 △47,722

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △24,562 △16,727

無形固定資産の取得による支出 △2,050 △6,774

長期前払費用の取得による支出 △110 －

差入保証金の回収による収入 6,832 －

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △587,745 △10,315

有価証券及び投資有価証券の売却による収入 787,330 16,600

投資活動によるキャッシュ・フロー 179,694 △17,216

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 △54

株式の発行による収入 8,631 7,816

配当金の支払額 － △246,452

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,531 △238,689

現金及び現金同等物に係る換算差額 △146,842 △48,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 282,424 △352,467

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 2,753,396 2,269,392
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12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 

                                            （単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△34,920千円には、セグメント間取引消去77,899千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△112,819千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２四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12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 

                                            （単位：千円）

（注）１. セグメント利益の調整額△35,687千円には、セグメント間取引消去71,562千円、各報告セグメントに配分し

ていない全社費用△107,250千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。 

  

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

  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  19,311  913,401  －  2,461,149  3,393,862  －  3,393,862

(2）セグメント間取引  －  －  59,269  －  59,269  △59,269  －

計  19,311  913,401  59,269  2,461,149  3,453,132  △59,269  3,393,862

セグメント利益  2,058  216,365  12,145  546,616  777,185  △34,920  742,264

  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  24,928  820,052  －  2,988,603  3,833,583  －  3,833,583

(2）セグメント間取引  －  －  54,821  －  54,821  △54,821  －

計  24,928  820,052  54,821  2,988,603  3,888,405  △54,821  3,833,583

セグメント利益  3,188  164,866  1,873  598,298  768,226  △35,687  732,538

（６）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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