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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30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 ３月期第１四半期 700  △62.6 △152   ― △155   ― △79   ― 
22年 ３月期第１四半期 1,871  △33.3 △472   ― △494   ― △495   ― 

 

 
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３月期第１四半期 △501.67 ― 
22年３月期第１四半期 △3,915.67 ― 

 
（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 ３月期第１四半期 3,523 96 2.7 609.59 
22年 ３月期 4,188 176 4.2 1,111.26 

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期           96百万円 22年３月期          176百万円 

 
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 ３月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00    
23年 ３月期 ―        

23年 ３月期(予想)  0.00 ― 0.00 0.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
３．平成23年３月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31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） 

 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) 2,833 △13.3 148  ― 118  ― 103  ― 654.86 
通  期 6,013 △6.5 331  ― 271  ― 241  ― 1,521.49 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 
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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・無 

（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。 
 

（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・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 158,660 株 22年３月期 158,660 株 

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ ―株 22年３月期 ―株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 158,660 株 22年３月期 158,660 株 

 
※ 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、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。 

 
※ 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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

 

2



 

  

1. 当四半期の業績等に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

(3) 業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 4 

3. 四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… 5 

(2) 四半期損益計算書 …………………………………………………………………… 7 

【第１四半期累計期間】 ……………………………………………………………… 7 

(3) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

  

  

○添付資料の目次

ソースネクスト株式会社（4344）平成23年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

3



当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、景気の先行きへの不透明感は拭いきれないものの、企

業・個人市場共に消費に改善の兆しが見られ、悲観的な状況からは脱しつつあります。 

 当社を取り巻く環境においては、JEITAの発表によると、当第１四半期会計期間におけるパソコン出

荷台数は、前年比123.9％と７ヶ月連続で２桁増と好調に推移しており、マイクロソフト社の新OS、

Windows7や、Office2010を搭載したパソコンへの買換需要増が影響していると考えられます。 

 パソコンソフトウェア市場に関しましては、当第１四半期会計期間において、店頭実売金額実績は前

年比102.9％と堅調に推移しております。 

 こうした状況のもと、当社は当第１四半期会計期間に新スローガン「ソフトでワクワク」を推進する

べく、クラウドサービスをパッケージ化した「Evernote スターターパック」、高速音声翻訳ソフト

「超速通訳 ツージル™」、PDF作成編集ソフト「いきなり®PDF」シリーズの自社著作化、映画やドキュ

メンタリー番組で英語が学習できる「超字幕®」シリーズの価格改定版（1,980円）など、様々な新製品

の発表と市場投入をいたしました。しかしながら、主力ジャンルであるセキュリティ市場において、競

合他社のプロモーション強化による当社製品のシェア低下及び、一部の環境ではあるものの、「ウイル

スセキュリティ」シリーズの不具合が４月に発生したため当社プロモーションを当第１四半期会計期間

中自粛したことなどが影響し、売上高は７億円（前年同四半期比62.6％減）となりました。しかしなが

ら販売費及び一般管理費を、７億48百万円（前年同四半期比42.6％減）と大幅に削減し、当第１四半期

会計期間は経常損失１億55百万円（前年同四半期は経常損失４億94百万円）と前年同期比で改善いたし

ました。 

  

イ）売上高 

当第１四半期会計期間においては、これまでにない新しいソフトウェアを多く市場投入し、拡販に

注力いたしました。また、タレントのベッキーさんを起用し、Webページ、広告、製品、店頭販促物

などイメージを統一することで、プロモーションの強化を図りました。しかしながら、「ウイルスセ

キュリティ」シリーズにおいて、競合他社のプロモーション強化により当社シェアが伸び悩んだこ

と、また４月に一部の環境で発生した不具合により、当社プロモーションを当第１四半期会計期間中

自粛したことなどが影響し、売上高は７億円（前年同四半期比62.6％減）となりました。 

ロ）売上総利益 

当第１四半期会計期間における返品額の見込みが下がったため、返品調整引当金の戻入額が繰入額

を上回りました。その為、売上総利益率は85.0％へ改善し、当第1四半期会計期間における売上総利

益は、５億95百万円（前年同四半期比28.3％減）となりました。 

ハ）営業利益 

販売費および一般管理費は全社で圧縮に努め、当第１四半期会計期間において、前年同四半期比５

億54百万円の削減をいたしました。当第１四半期会計期間は、営業損失１億52百万円（前年同四半期

は営業損失４億72百万円）となりました。 

二）経常利益 

当第１四半期会計期間は、経常損失１億55百万円（前年同四半期は経常損失４億94百万円）となり

ました。 

ホ）四半期純利益 

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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当第１四半期会計期間は、「ウイルスセキュリティ」シリーズの開発元であるK7 Computing社との

契約の見直しにより、78百万円を特別利益として計上いたしました。当第１四半期会計期間は、四半

期純損失79百万円（前年同四半期は四半期純損失４億95百万円）となりました。 

  

資産・負債及び純資産の状況  

 当第１四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ６億64百万円減少し、35億23百万円と

なりました。流動資産は６億20百万円減少して21億36百万円、固定資産は42百万円減少して13億84百万

円となりました。 

 流動資産の減少の主な要因は、現金及び預金の増加１億68百万円、売掛金の減少８億21百万円による

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１四半期会計期間末の負債の合計は、５億84百万円減少して、34億27百万円となりました。主な

要因は、返品調整引当金の減少２億98百万円、買掛金の減少２億３百万円によるものです。 

 当第１四半期会計期間末の純資産は、79百万円減少して、96百万円となりました。純資産の減少の要

因は、四半期純損失79百万円によるものです。  

  

現時点では平成22年５月14日発表の通期の業績予想に変更はありません。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(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１四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、前事業年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算出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。 

  

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第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、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,250千円増加し、税引前四半期純損失は3,333千円

増加しております。 

  

当社は、平成21年３月期の第３四半期より平成22年３月期まで、市況の悪化により、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、平成23年３月期に入ってからは、競合他社

のプロモーション強化による当社製品のシェアの低下に加え、一部の環境ではあるものの「ウイルスセ

キュリティ」シリーズの不具合が平成22年４月に発生したため当社プロモーションを当第１四半期会計

期間中自粛したことなどが影響し、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、前々期24億56百万円、前期８億38百万円、当第１四半期１億52百万円と営業損

失は改善傾向にあるものの連続して損失を計上しております。 

 これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

当社では、当該状況を解消すべく、「超字幕®」シリーズをはじめとする主要ブランドのマルチデバ

イス(iPhone、iPad等)対応、及び「Evernote」に代表されるクラウドサービスに対応した新製品の企

画・開発、また、既存製品においては主力製品である「ウイルスセキュリティ」の戦略的価格付けによ

るシェアの大幅拡大及びユーザー数の拡大、さらに、採算性の高い販売チャネルへの集中、プロモーシ

ョン強化、継続的かつ効果的なコスト管理といった収益の拡大及び費用削減に加え、財務面においては

借入金の借換及び新規借入の実行や増資等といった資金調達にも積極的に取り組んで参ります。 

  

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

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 243,469 75,258 

売掛金 844,534 1,666,295 

商品及び製品 599,570 583,020 

原材料及び貯蔵品 48,648 46,441 

前渡金 297,414 295,325 

未収消費税等 10,406 － 

その他 91,956 90,365 

流動資産合計 2,136,000 2,756,706 

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 174,780 171,777 

減価償却累計額 △78,744 △68,385 

有形固定資産合計 96,036 103,391 

無形固定資産   

ソフトウエア 740,861 716,454 

その他 349,932 407,569 

無形固定資産合計 1,090,794 1,124,023 

投資その他の資産 197,787 199,820 

固定資産合計 1,384,618 1,427,236 

繰延資産   

繰延資産合計 3,313 4,077 

資産合計 3,523,931 4,188,020 

負債の部   

流動負債   

買掛金 373,406 577,168 

短期借入金 307,797 312,214 

1年内返済予定の長期借入金 1,081,818 1,100,166 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払金 439,832 573,454 

未払法人税等 10,352 8,003 

返品調整引当金 202,560 501,315 

アフターサービス引当金 69,474 79,227 

その他 234,312 164,860 

流動負債合計 2,819,552 3,416,408 

固定負債   

社債 50,000 50,000 

長期借入金 545,714 532,166 

その他 11,946 13,133 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

固定負債合計 607,660 595,299 

負債合計 3,427,213 4,011,708 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,771,226 1,771,226 

資本剰余金 1,611,226 1,611,226 

利益剰余金 △3,285,735 △3,206,141 

株主資本合計 96,717 176,311 

純資産合計 96,717 176,311 

負債純資産合計 3,523,931 4,188,020 

ソースネクスト株式会社（4344）平成23年3月期　第1四半期決算短信〔日本基準〕（非連結）

8



 (2)【四半期損益計算書】 
   【第１四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,871,871 700,634 

売上原価 1,013,888 404,187 

売上総利益 857,983 296,446 

返品調整引当金繰入額 437,816 202,560 

返品調整引当金戻入額 409,384 501,315 

差引売上総利益 829,550 595,201 

販売費及び一般管理費 1,302,550 748,067 

営業損失（△） △472,999 △152,866 

営業外収益   

受取利息 0 － 

為替差益 － 11,590 

還付消費税等 1,002 － 

その他 49 657 

営業外収益合計 1,052 12,248 

営業外費用   

支払利息 14,459 11,526 

為替差損 6,722 － 

その他 1,355 3,679 

営業外費用合計 22,537 15,206 

経常損失（△） △494,484 △155,824 

特別利益   

ロイヤリティ契約変更差益 － 78,885 

特別利益合計 － 78,885 

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,083 

減損損失 504 － 

特別損失合計 504 2,083 

税引前四半期純損失（△） △494,988 △79,021 

法人税、住民税及び事業税 572 572 

法人税等合計 572 572 

四半期純損失（△） △495,561 △79,594 
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当社は、平成21年３月期の第３四半期より平成22年３月期まで、市況の悪化により、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、平成23年３月期に入ってからは、競合他社

のプロモーション強化による当社製品のシェアの低下に加え、一部の環境ではあるものの「ウイルスセ

キュリティ」シリーズの不具合が平成22年４月に発生したため当社プロモーションを当第１四半期会計

期間中自粛したことなどが影響し、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、前々期24億56百万円、前期８億38百万円、当第１四半期１億52百万円と営業損

失は改善傾向にあるものの連続して損失を計上しております。 

 これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。  

当社では、当該状況を解消すべく、「超字幕®」シリーズをはじめとする主要ブランドのマルチデバ

イス(iPhone、iPad等)対応、及び「Evernote」に代表されるクラウドサービスに対応した新製品の企

画・開発、また、既存製品においては主力製品である「ウイルスセキュリティ」の戦略的価格付けによ

るシェアの大幅拡大及びユーザー数の拡大、さらに、採算性の高い販売チャネルへの集中、プロモーシ

ョン強化、継続的かつ効果的なコスト管理といった収益の拡大及び費用削減に加え、財務面においては

借入金の借換及び新規借入の実行や増資等といった資金調達にも積極的に取り組んで参ります。 

しかし、当社の売上は、エンドユーザーの需要動向の変化、量販店を始めとする各小売店の在庫戦略

や競合他社の状況にも影響されることがあること、借入金等の資金調達については、現在関係者との協

議を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

なお、四半期財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実

性の影響を四半期財務諸表に反映しておりません。  

  

   該当事項はありません。  

  

  

  

(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
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