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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 4,695 △41.5 △837 ― △885 ― △1,049 ―

21年3月期第3四半期 8,028 ― △1,226 ― △1,270 ― △1,531 ―

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3月期第3四半期 △7,477.75 ―

21年3月期第3四半期 △12,246.78 ―

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

22年3月期第3四半期 4,317 191 4.4 1,208.85
21年3月期 5,889 360 6.1 2,883.45

（参考） 自己資本  22年3月期第3四半期  191百万円 21年3月期  360百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は対前期増減率） 

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 6,796 △29.4 △770 ― △850 ― △994 ― △6,860.27
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4.  その他 

(1) 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  有  
〔（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕 

(2) 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（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もの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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3月期第3四半期 158,660株 21年3月期 125,020株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期 ―株 21年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 140,387株 21年3月期第3四半期 125,020株

※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。 
・業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 「３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、雇用不安や所得減少に対する懸念から消費者の節約志向

は依然として高いものの、企業業績の減収幅が縮小する等、一部に回復の兆しが見えて参りました。 

 当社を取り巻く環境においては、JEITAの発表によると、当第3四半期会計期間におけるパソコンの出荷

台数は、マイクロソフト社の新OS「Windows7」の発売に牽引され、前年比112.4％と好調に推移いたしま

した。 

 パソコンソフトウェアの店頭市場（※）に関しましては、当第３四半期会計期間において、店頭実売金

額実績は前年比99.3％となり、第２四半期会計期間の対前年比85.2％から回復傾向にあります。 

 こうした状況のもと、当社は、ウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」をはじめとする

「ZERO®」シリーズの「Windows7対応」アップデートに伴う更新料収益の確保、年末商戦製品である「筆

王®」シリーズ、英語学習ソフト「超字幕®」シリーズの販売に注力し、あわせて販売費及び一般管理費の

削減に努めました。 

 その結果、当第３四半期会計期間においては、四半期純利益は大幅に改善し、前期第２四半期以来の黒

字となりました。 

 売上高は14億28百万円（前年同四半期比6.6％減）となりましたが、ダウンロード版の割合を増やした

ことによる利益率の大幅改善、店頭販売の返品率の低減による返品調整引当金の戻し入れ等により、売上

総利益は10億25百万円（前年同四半期比101.2％増）と改善いたしました。加えて、本社移転による地代

家賃削減をはじめ、業務委託費、販売促進費の大幅削減により販売費及び一般管理費は９億64百万円（前

年同四半期比50.5％減）となり、当第３四半期会計期間における営業利益は61百万円（前年同四半期は営

業損失14億36百万円）、経常利益は44百万円（前年同四半期は経常損失14億35百万円）、四半期純利益は

21百万円（前年同四半期は四半期純損失16億45百万円）となりました。 

※全国有力量販店の販売実績を集計するGfK調べ パソコンソフト９分類計 

  

（１）売上高 

ウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」をはじめとする「ZERO®」シリーズの「Windows7

対応」アップデートによる更新料収益の確保に注力したことにより、当第３四半期会計期間においては

対前年同四半期比１億24百万円の追加収益となりました。また売上総利益率の改善を図るため、原価率

の低いダウンロード販売に注力したこと、「超字幕®」シリーズがメディアに大きく取り上げられたこ

とによるソースネクストeSHOPでの販売増などが牽引しましたが、ソースネクストeSHOPにおいて原価率

の高いハードウェアの仕入販売を大幅に縮小したため、売上高は14億28百万円（前年同四半期比6.6％

減）となりました。 

  

（２）売上総利益 

「ZERO®」シリーズの「Windows7対応」アップデートによる更新料収益、ダウンロード販売など原価

率の低い製品の販売に注力したことにより、売上総利益率が大幅に改善いたしました。また家電量販店

をはじめとする小売店の在庫圧縮が収束したことにより返品率が低下し、返品調整引当金の戻し入れ等

を行なった結果、売上総利益は10億25百万円（前年同四半期比101.2％増）となりました。 

  

・定性的情報・財務諸表等

１. 経営成績に関する定性的情報
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（３）営業利益 

当第３四半期会計期間は本社移転による地代家賃をはじめ、外部委託していたサポート業務及びITシ

ステム維持管理等の業務委託費、人件費、販売促進費、広告宣伝費等を中心に削減をしたことにより、

販売費及び一般管理費は９億64百万円（前年同四半期比50.5％減）と大幅に減少しました。その結果、

営業利益は61百万円（前年同四半期は営業損失14億36百万円）となりました。 

  

（４）経常利益 

当第３四半期会計期間における経常利益は44百万円（前年同四半期は経常損失14億35百万円）となり

ました。 

  

（５）四半期純利益 

当第３四半期においては、経費節減のため本社の移転を行なったため、移転に伴う費用を特別損失と

して計上し、当第３四半期会計期間における四半期純利益は21百万円と、前期第２四半期以来の黒字と

なりました。 

  

前期第３四半期からの業績推移 

 
  

資産・負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ15億72百万円減少し、43億17百万円になり

ました。流動資産は10億98百万円減少して28億77百万円、固定資産は４億71百万円減少して14億34百万円

となりました。 

流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の減少７億64百万円、売掛金の減少２億87百万円によるも

のです。 

固定資産の減少の主な要因は、償却による減少が取得を上回ったためです。 

当第３四半期会計期間末の負債の合計は、14億３百万円減少して、41億25百万円となりました。主な要

因は、短期借入金の減少６億26万円、未払金の減少１億９百万円によるものです。 

当第３四半期会計期間末の純資産は、１億68百万円減少して、１億91百万円となりました。純資産の減

少の要因は、第三者割当増資に伴う資本金の増加４億40百万円、資本準備金の増加４億40百万円、四半期

純損失10億49百万円によるものです。 

  

現時点では平成21年11月12日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

平成21年３月期 
第３四半期

平成21年３月期 
第４四半期

平成22年３月期 
第１四半期

平成22年３月期 
第２四半期

平成22年３月期 
当第３四半期

売上高 15億29百万円 16億01百万円 18億71百万円 13億95百万円 14億28百万円

営業利益又は 
営業損失（△）

△14億36百万円 △12億30百万円 △４億72百万円 △４億26百万円 61百万円

経常利益又は 
経常損失（△）

△14億35百万円 △12億51百万円 △４億94百万円 △４億35百万円 44百万円

四半期純利益 
又は四半期純損
失（△）

△16億45百万円 △12億45百万円 △４億95百万円 △５億76百万円 21百万円

２. 財政状態に関する定性的情報

３. 業績予想に関する定性的情報
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① 簡便な会計処理 

１）棚卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

２）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、事業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。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 当社は、平成21年３月期の第３四半期より、当社製品の出荷先である家電量販店や流通代理店が在

庫調整を進めたこと、市況の悪化、競合の激化、「Windows7」発売前の買い控え等により売上高が大

幅に減少しました。それに伴い、損益面では固定費をカバーすることができず、前期24億56百万円、

第１四半期４億72百万円、第２四半期４億26百万円の営業損失を計上していましたが、当第３四半期

会計期間においては61百万円の営業利益を計上いたしました。 

 しかしながら、当第３四半期累計期間においては営業損失を計上しているため、将来にわたって事

業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他提出会社の経営に重

要な影響を及ぼす事象が存在しておりますが、以下の理由により、継続企業の前提に関する重要な不

確実性は存在しないものと考えております。 

 当社が属するパソコンソフトウェア業界においては、ブロードバンド環境の一般家庭への普及、個

人情報保護などセキュリティ意識の高まり、パソコンの低価格化・高性能化、新OS「Windows7」の発

売などの要因により、需要の拡大が見込まれます。それに伴い、新製品の開発投資は増加することが

予想され、また借入金の返済等が資金繰りに与える影響も大きいため、費用削減は喫緊の課題として

取り組んでおります。当第３四半期においては、昨年11月に本社移転を行なうとともに、仕入コスト

の抑制、販売促進費及び業務委託費（サポート費用、ITシステム維持管理費用、店舗スタッフ費用

等）を中心に、人件費・広告宣伝費・採用費・社内システム投資・リース料等について大幅な削減を

実施しており、今後も、より一層の費用削減に取り組む所存です。 

 このような対策を講じた結果、現時点での経営計画に基づく資金繰り計画では、資金不足は生じな

いものと判断しておりますが、万一の場合には、売掛債権の流動化等による資金調達が可能であるこ

とから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は存在しないものと考えております。 

４. その他

(1) 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

(2) 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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等
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5.【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21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 321,009 1,085,788 

売掛金 1,344,359 1,631,429 

商品及び製品 693,640 749,214 

原材料及び貯蔵品 50,421 75,719 

前渡金 377,902 65,698 

未収還付法人税等 － 174,998 

未収消費税等 － 127,758 

その他 90,614 65,897 

流動資産合計 2,877,947 3,976,505 

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 295,898 296,119 

減価償却累計額 △204,843 △181,832 

有形固定資産合計 91,055 114,286 

無形固定資産   

ソフトウエア 707,723 870,882 

その他 436,004 559,581 

無形固定資産合計 1,143,728 1,430,464 

投資その他の資産 199,870 361,066 

固定資産合計 1,434,655 1,905,818 

繰延資産   

繰延資産合計 4,842 7,136 

資産合計 4,317,445 5,889,460 

負債の部   

流動負債   

買掛金 484,728 585,415 

短期借入金 223,400 850,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,102,592 928,592 

1年内償還予定の社債 180,000 240,000 

未払金 724,170 834,024 

未払法人税等 4,757 3,771 

返品調整引当金 307,640 409,384 

アフターサービス引当金 85,365 93,714 

その他 102,134 252,330 

流動負債合計 3,214,788 4,197,234 

固定負債   

社債 100,000 150,000 

長期借入金 796,554 1,163,998 

その他 14,305 17,738 

固定負債合計 910,859 1,331,736 

負債合計 4,125,648 5,528,970 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,771,226 1,330,685 

資本剰余金 1,611,226 1,170,685 

利益剰余金 △3,190,656 △2,140,880 

株主資本合計 191,796 360,489 

純資産合計 191,796 360,489 

負債純資産合計 4,317,445 5,889,460 
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(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４月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,028,453 4,695,388 

売上原価 4,252,102 2,288,947 

売上総利益 3,776,350 2,406,440 

返品調整引当金繰入額 249,450 307,640 

返品調整引当金戻入額 328,720 409,384 

差引売上総利益 3,855,620 2,508,184 

販売費及び一般管理費 5,081,919 3,345,833 

営業損失（△） △1,226,298 △837,648 

営業外収益   

受取利息 1,613 247 

受取手数料 466 － 

為替差益 1,000 － 

法人税等還付加算金 － 5,764 

還付消費税等 － 4,621 

その他 623 1,504 

営業外収益合計 3,704 12,137 

営業外費用   

支払利息 27,890 43,695 

株式上場費用 12,942 － 

株式交付費 － 5,132 

為替差損 － 4,921 

その他 6,825 6,555 

営業外費用合計 47,658 60,305 

経常損失（△） △1,270,252 △885,816 

特別利益   

訴訟関係未払金戻入益 87,390 － 

前期損益修正益 38,135 － 

特別利益合計 125,525 － 

特別損失   

前期損益修正損 80,765 － 

固定資産除却損 316 10,693 

減損損失 － 78,562 

リース解約損 － 5,481 

本社移転損失 － 67,398 

特別損失合計 81,081 162,135 

税引前四半期純損失（△） △1,225,808 △1,047,951 

法人税、住民税及び事業税 2,536 1,824 

法人税等調整額 302,747 － 

法人税等合計 305,284 1,824 

四半期純損失（△） △1,531,092 △1,049,776 

ソースネクスト株式会社（4344）　平成22年3月期第3四半期決算短信（非連結）

8



【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,529,370 1,428,305 

売上原価 1,231,741 629,495 

売上総利益 297,629 798,810 

返品調整引当金繰入額 249,450 307,640 

返品調整引当金戻入額 461,585 534,338 

差引売上総利益 509,764 1,025,508 

販売費及び一般管理費 1,946,032 964,144 

営業利益又は営業損失（△） △1,436,268 61,363 

営業外収益   

受取利息 0 － 

為替差益 10,479 － 

その他 240 15 

営業外収益合計 10,719 15 

営業外費用   

支払利息 8,871 13,322 

為替差損 － 2,638 

その他 1,495 1,177 

営業外費用合計 10,366 17,139 

経常利益又は経常損失（△） △1,435,915 44,239 

特別利益   

前期損益修正益 9,684 － 

特別利益合計 9,684 － 

特別損失   

訴訟関係未払金戻入益修正損 3,505 － 

前期損益修正損 9,076 － 

減損損失 － 3,301 

本社移転損失 － 18,548 

特別損失合計 12,581 21,849 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,438,812 22,390 

法人税、住民税及び事業税 △211,561 572 

法人税等調整額 418,377 － 

法人税等合計 206,815 572 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,645,628 21,817 
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該当事項はありません。 

  

当第３四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31日） 

  

 
  ※平成21年６月17日付で第三者割当増資により278,500千円及び平成21年9月28日付で第三

者割当増資により602,583千円の払込みをそれぞれ受けております。 

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

(単位：千円)

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

前事業年度末残高 1,330,685 1,170,685 △2,140,880 360,489

当第３四半期会計期間
末までの変動額

 新株の発行 ※ 440,541 440,541 ― 881,083

 四半期純損失(△) ― ― △1,049,776 △1,049,776

当第３四半期会計期間
末までの変動額合計

440,541 440,541 △1,049,776 △168,692

当第３四半期会計期間
末残高

1,771,226 1,611,226 △3,190,656 191,796
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