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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)  

平成19年２月９日 

上場会社名 ソースネクスト株式会社  (コード番号：4344 東証マザーズ) 
（URL http://www.sourcenext.co.jp）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 松田 憲幸   

 責任者役職・氏名  取締役ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾚｰｼｮﾝｸﾞﾙｰﾌﾟ執行役員 青山 文彦 

    (TEL：(03)5786－7203) 
 
1. 四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 四半期財務諸表の作成基準             ：中間財務諸表作成基準 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無   ：無 

③ 会計監査人の関与                 ：有 

四半期財務諸表については、株式会社東京証券取引所の「上場有価証券の発行者の会社情報の適

時開示等に関する規則の取扱い」の別添に定められている「四半期財務諸表に対する意見表明に係

る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けております。 

 

2. 平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日） 

 (1) 経営成績の進捗状況 （百万円未満切り捨て） 
 

 売上高 営業利益 経常利益 四半期(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

19年３月期第３四半期 8,485 － 602 － 491 － 485 － 

18年３月期第３四半期 － － － － － － － － 

（参考）18年３月期 10,359 － 458 － 347 － 351 － 

 

 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
(当期)純利益 

 円 銭 円 銭 

19年３月期第３四半期 8,571 01 8,569 97 

18年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年３月期 6,229 88 － － 

(注) ① 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。当社は、平成18年12月20日

の上場後、初めて第３四半期財務諸表を作成しましたので、平成18年３月期第３四半期の記載及び平成19年３月期第３

四半期の前年同期対比は行なっておりません。 

② 潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株予約権の残高がありますが、平成18年３月期時点で当社株式は

非上場であり、期中平均株価の把握ができないため、記載しておりません。 

 

 
［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］ 

当第３四半期会計期間におけるわが国経済は、企業収益の好調さに伴う設備投資の増加と雇用改

善による個人消費の堅調さに支えられ、景気は穏やかな回復基調で推移いたしました。 

当社の属するパーソナルコンピュータソフトウェア業界におきましては、依然として情報セキュ

リティに対する個人ユーザーの需要が高まっており、セキュリティ市場は高い伸び率を示しており

ます。 

このような状況のもと、当社が平成18年7月に発売いたしました、更新料のかからない新しいビジ

ネスモデルのセキュリティソフト「ウイルスセキュリティZERO」も順調に売上を伸ばすことができ

ました。本ソフトの発売前にあたる平成18年4月から6月までの本数シェアが15.0％、金額シェアが
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6.2％であったところ、7月から12月までの平均本数シェアは24.6％、金額シェアは18.8％と、順調

な立ち上がりとなり、発売日から平成18年12月31日までの間に約85万本を出荷いたしました。また、

平成18年のヒット商品番付（SMBCコンサルティング）で前頭６枚目にランクインするなど、ビジネ

スモデルの斬新さと販売実績の双方が評価されました。 

こうした取り組みにより、当第３四半期における当社のマーケットシェアは本数ベースで業界第1

位（平成15年から4年連続）、金額ベースでも業界第4位のポジションを確保しております（ジーエ

フケーマーケティングサービスジャパンのデータより当社が集計）。 

なお、製品タイトル数におきましては、より高利益の製品への絞込みを行なったことにより、平

成18年９月30日時点での499タイトルから、平成18年12月31日時点では483タイトルへ微減となって

おります。 

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は、84億85百万円、営業利益は６億２百万円、経常

利益は４億91百万円、第３四半期純利益は４億85百万円を計上することが出来ました。 

なお、販売チャネル別売上高は、以下のようになっております。 

販売チャネル 販売高(百万円) 割合(％) 

店頭販売・他社ＥＣサイト等 5,255 61.9 

自社ＥＣサイト 3,229 38.1 

合計 8,485 100.0 

 
            
 (2) 財政状態の変動状況 （百万円未満切り捨て）
 

 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 

19年３月期第３四半期 8,929 2,149 24.1 34,987 38 

18年３月期第３四半期 － － － － － 

（参考）18年３月期 6,105 662 10.9 11,741 36 

 
 (3) キャッシュ・フローの状況 （百万円未満切り捨て）
 

 
営業活動による 
キャッシュ・フロー 

投資活動による 
キャッシュ・フロー 

財務活動による 
キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 
期末残高 

 百万円 百万円 百万円 百万円 

19年３月期第３四半期 △139 △762 2,378 1,903 

18年３月期第３四半期 － － － － 

（参考）18年３月期 322 △591 420 427 

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］ 

（財政状態の変動状況） 

当第３四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末より、28億23百万円増加して、89億29百万

円になりました。流動資産は25億72百万円増加して、70億62百万円、固定資産は２億44百万円増加

して、18億44百万円となりました。流動資産の増加の主な要因は、現金及び預金の増加14億36百万

円、売掛金の増加９億５百万円によるものです。これは公募増資による資金の増加及び、売上の増

加に伴う売掛債権の増加によるものです。また、固定資産の増加の主な要因は、ソフトウェアの増

加２億97百万円によるものです。この増加は販売用ソフトウェア開発のための支出増加が原因であ

ります。 

当第３四半期会計期間末の負債の合計は、13億36百万円増加して、67億79百万円となりました。

流動負債は11億８百万円増加して、53億97百万円、固定負債は２億27百万円増加し、13億81百万円

となりました。流動負債の増加の主な要因は、短期借入金の増加９億61百万円によるものです。固
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定負債の増加の主な要因は、社債の増加２億40百万円によるものです。 

 当第３四半期会計期間末の純資産は、14億87百万円増加して、21億49百万円となりました。純資

産の主な増加は、増資による資本金および資本準備金の増加10億12百万円及び、第３四半期純利益

４億85百万円を計上したことによるものです。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期会計期間における現金及び現金同等物は次のとおりであります。 

売上の増加に伴う売上債権の増加等により、営業活動によるキャッシュ・フローはマイナスとなり

ました。また、積極的な製品ラインアップ拡充に伴うソフトウェアの取得による支出（携快電話、

ウイルスセキュリティ等の開発）により、投資活動によるキャッシュ・フローにつきましてもマイ

ナスとなりました。しかしながら、公募増資による大幅なプラスの財務活動によるキャッシュ・フ

ローにより、最終的に前事業年度末に比べ14億76百万円増加し、当第３四半期会計期間末には19億

３百万円となりました。 

当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加９億５百万円による影響が大きく、全体で

１億39百万円の支出となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、ソフトウェアの取得による支出７億97百万円が主な要因と

なり、７億62百万円の支出となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、株式の発行による収入10億12百万円、短期借入金の借入等

による収入が９億61百万円、社債の発行による収入が５億円あったことなどから、23億78百万円の

収入となりました。 

 

3. 平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 百万円 百万円 百万円 

通期 11,385 530 526 

(参考) 1株当たり予想当期純利益(通期)9,057円41銭 

※ ① 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、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※ ② １株当たり予想当期純利益は新規上場に際しての新規発行株式数5,000株及び、オーバーアロットメントによる売出し

1,050株を含めた予想期中平均株式数58,074株により算出しております。 

 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

当第３四半期業績の通期業績に対する進捗率は、概ね堅調に推移しておりますので、平成19年３月期

の業績予想につきましても、現時点におきましては、前回公表の通期の業績予想に変更はありません。 

 

4. 配当状況 

・現金配当 １株当たり配当金(円) 

 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間 

18年３月期 ― ― ― ― ― ― 

19年３月期(実績) ― ― ― ― ― 

19年３月期(予想) ― ― ― ― ― 
― 
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[添付資料] 

５ 四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(資産の部)        

Ⅰ 流動資産        

１ 現金及び預金  1,903,496   467,033   

２ 売掛金 ※2,5 2,651,390   1,746,132   

３ たな卸資産  1,548,357   1,549,398   

４ 前渡金  720,428   504,263   

５ 繰延税金資産  112,005   112,005   

６ その他  127,170   111,971   

流動資産合計   7,062,849 79.1  4,490,804 73.6 

Ⅱ 固定資産        

１ 有形固定資産 ※1 134,125   152,035   

２ 無形固定資産        

(1) ソフトウェア  1,321,445   1,024,053   

(2) その他  90,174   115,248   

無形固定資産合計  1,411,619   1,139,301   

３ 投資その他の資産 ※2 298,305   308,534   

固定資産合計   1,844,051 20.7  1,599,871 26.2 

Ⅲ 繰延資産   22,238 0.2  14,464 0.2 

資産合計   8,929,138 100.0  6,105,140 100.0 
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  当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(負債の部)        

Ⅰ 流動負債        

１ 買掛金  946,661   905,826   

２ 短期借入金 ※2,4 2,463,000   1,502,000   

３ 一年以内返済予定の 
  長期借入金 

※2 356,512   279,770   

４ 一年以内償還予定の社債  340,000   240,000   

５ 未払金  988,028   1,136,236   

６ 未払法人税等  5,730   10,932   

７ 返品調整引当金  193,479   185,464   

８ その他 ※3 104,262   28,546   

流動負債合計   5,397,675 60.4  4,288,777 70.2 

Ⅱ 固定負債        

１ 社債  720,000   480,000   

２ 長期借入金 ※2 538,839   550,292   

３ 繰延税金負債  112,005   112,005   

４ その他  10,713   11,288   

固定負債合計   1,381,558 15.5  1,153,586 18.9 

負債合計   6,779,233 75.9  5,442,363 89.1 

(資本の部)        

Ⅰ 資本金   － －  716,800 11.8 

Ⅱ 資本剰余金        

１ 資本準備金  －   556,800   

資本剰余金合計   － －  556,800 9.1 

Ⅲ 利益剰余金        

１ 利益準備金  －   18,200   

２ 任意積立金  －   522,205   

３ 当期未処理損失  －   1,151,229   

利益剰余金合計   － －  △610,823 △10.0 

資本合計   － －  662,776 10.9 

負債及び資本合計   － －  6,105,140 100.0 
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  当第３四半期会計期間末 

(平成18年12月31日) 

前事業年度の 

要約貸借対照表 
(平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

金額(千円) 
構成比 
(％) 

(純資産の部)        

Ⅰ 株主資本        

１ 資本金   1,222,800 13.7  － － 

２ 資本剰余金        

(1) 資本準備金  1,062,800   －   

資本剰余金合計   1,062,800 11.9  － － 

３ 利益剰余金        

(1) 利益準備金  18,200   －   

(2) その他利益剰余金        

プログラム準備金  322,095   －   

特別償却準備金  906   －   

繰越利益剰余金  △466,183   －   

利益剰余金合計   △124,981 △1.4  － － 

株主資本合計   2,160,618 24.2  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等        

１ 繰延ヘッジ損失   △10,713 △0.1  － － 

評価・換算差額等合計   △10,713 △0.1  － － 

純資産合計   2,149,904 24.1  － － 

負債純資産合計   8,929,138 100.0  － － 
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約損益計算書 

(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

金額(千円) 
百分比 
(％) 

Ⅰ 売上高   8,485,049 100.0  10,359,049 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※5  3,825,142 45.1  5,042,473 48.7 

売上総利益   4,659,906 54.9  5,316,575 51.3 

返品調整引当金繰入額   193,479 2.3  185,464 1.7 

返品調整引当金戻入額   185,464 2.2  126,709 1.2 

差引売上総利益   4,651,892 54.8  5,257,820 50.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※5  4,049,430 47.7  4,799,674 46.4 

営業利益   602,461 7.1  458,145 4.4 

Ⅳ 営業外収益 ※1  6,355 0.1  1,872 0.0 

Ⅴ 営業外費用 ※2  117,567 1.4  112,924 1.0 

   経常利益   491,249 5.8  347,092 3.4 

Ⅵ 特別利益 ※3  － －  10,417 0.0 

Ⅶ 特別損失 ※4  2,543 0.0  2,023 0.0 

税引前第３四半期(当期)

純利益 
  488,705 5.8  355,487 3.4 

法人税、住民税 
及び事業税 

※6 2,863 2,863 0.1 3,822 3,822 0.0 

第３四半期(当期)純利益   485,841 5.7  351,664 3.4 

前期繰越損失   －   1,502,893  

当期未処理損失   －   1,151,229  
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

株主資本  

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金   
資本金 資本 

準備金 

資本 

剰余金 

合計 

利益 

準備金 
プログラム 

準備金 

特別償却 

準備金 

繰越利益 

剰余金 

利益 

剰余金 

合計 

株主資本

合計 

平成18年３月31

日残高（千円） 
716,800 556,800 556,800 18,200 519,859 2,346 △ 1,151,229 △ 610,823 662,776 

第３四半期会計

期間中の変動額 
                  

新株の発行 506,000 506,000 506,000 － － － － － 1,012,000 

プログラム準備 

金の取崩し(注) 
－ － － － △ 197,763 － 197,763 － － 

特別償却準備金

の取崩し(注) 
－ － － － － △ 1,439 1,439 － － 

四半期純利益 － － － － － － 485,841 485,841 485,841 

株主資本以外の

項目の第３四半

期会計期間中の 

変動額（純額） 

 －  －  －  － － －  －  －  － 

第３四半期会計

期間中の変動額 

合計  （千円） 

506,000 506,000 506,000 － △ 197,763 △ 1,439 685,045 485,841 1,497,841 

平成18年12月31

日残高（千円） 
1,222,800 1,062,800 1,062,800 18,200 322,095 906 △ 466,183 △124,981 2,160,618 

 

評価・換算差額等 

  繰延ヘッ

ジ損失 

評価・換

算差額等

合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日

残高 （千円） 
－ － 662,776 

第３四半期会計期

間中の変動額 
      

新株の発行 － － 1,012,000 

プログラム 

準備金の取崩し

（注） 

－ － 
－ 

特別償却準備金

の取崩し（注） 
－ － － 

四半期純利益 － － 485,841 

株主資本以外の項

目の第３四半期会

計期間中の変動額

（純額） 

△10,713 △10,713 △10,713 

第３四半期会計期

間中の変動額合計  

（千円） 
△10,713 △10,713 1,487,128 

平成18年12月31日

残高 （千円） 
△10,713 △10,713 2,149,904 

(注)平成18年６月の定時株主総会における損失処理項目であります。 
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  

 

当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度の 
要約キャッシュ・フロー 

計算書 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

１ 税引前第３四半期(当期)純利益  488,705 355,487 

２ 減価償却費  174,945 216,607 

３ ソフトウェア償却費  437,112 322,149 

４ 貸倒引当金の減少額  － △5,272 

５ 返品調整引当金の増加額  8,014 58,755 

６ 受取利息  △147 △216 

７ 支払利息及び社債利息  55,559 49,422 

８ 固定資産除却損  2,543 2,023 

９ 売上債権の増加額  △905,258 △468,041 

10 たな卸資産の減少又は増加(△)額  1,041 △81,052 

11 前渡金の増加額  △216,165 △200,665 

12 仕入債務の増加又は減少(△)額  40,835 △99,430 

13 未払金の増加又は減少(△)額  △217,938 266,265 

14 その他  42,572 △36,060 

小計  △88,177 379,971 

15 利息の受取額  147 216 

16 利息及び社債利息の支払額  △47,333 △53,689 

17 法人税等の支払額  △3,808 △3,650 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △139,172 322,848 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

１ 定期預金の預入による支出  － △40,000 

２ 定期預金の払戻による収入  40,000 20,000 

３ 有形固定資産の取得による支出  △6,042 △11,761 

４ ソフトウェアの取得による支出  △797,060 △557,253 

５ 敷金・保証金の預入による支出  － △450 

６ 敷金・保証金の返還による収入  450 － 

７ その他  － △2,147 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △762,653 △591,612 
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当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
要約キャッシュ・フロー 

計算書 
 (自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

１ 短期借入金の純増減額  961,000 342,000 

２ 長期借入れによる収入  523,153 780,000 

３ 長期借入金の返済による支出  △457,864 △421,752 

４ 社債の発行による収入  500,000 500,000 

５ 社債の償還による支出  △160,000 △780,000 

６ 株式の発行による収入  1,012,000 － 

財務活動によるキャッシュ・フロー  2,378,288 420,247 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  1 40 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  1,476,462 151,524 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  427,033 275,508 

Ⅶ 現金及び現金同等物の第３四半期末(期末)

残高 
 1,903,496 427,033 
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(5) 注記事項等 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) デリバティブ 

   時価法を採用しております。 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

(1) デリバティブ 

同左 

(2) たな卸資産 

  製品 

  総平均法による原価法を採用しております。 

  貯蔵品 

  最終仕入原価法による原価法を採用しております。 

 

(2) たな卸資産 

同左 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

  定率法 

なお、主な耐用年数は以下の通りであります。 

建物         8～15年 

工具器具及び備品 5～8年 

２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

  市場販売目的のソフトウェア 

見込販売収益に基づく償却額と、残存有効期間（3

年）に基づく均等配分額のいずれか大きい額を償却

しております。 

(2) 無形固定資産 

市場販売目的のソフトウェア 

同左 

自社利用目的のソフトウェア 

社内における利用可能期間（5年）に基づく定額法

により償却を行っております。 

 

自社利用目的のソフトウェア 

同左 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上しております。なお、当四半期

会計期間末における引当残高はありません。 

３ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 
債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権につ

いては、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。なお、当期末における引

当残高はありません。 

(2) 返品調整引当金 

  売上返品による損失に備えるため、過去の返品率の

実績に基づき返品調整引当金を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 

同左 

４ リース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、

通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ

っております。 

 

４ リース取引の処理方法 

同左 
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当第３四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年12月31日) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

５ ヘッジ会計の方法 

(1) ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理を採用しております。ただし特例処

理の要件を満たす金利スワップは、特例処理によっ

ております 

５ ヘッジ会計の方法 

(1)ヘッジ会計の方法 

同左 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段 

金利スワップ 

ヘッジ対象 

借入金の利息 

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3) ヘッジ方針 

金利リスクの低減のために、金利スワップを利用し

ております。 

(3) ヘッジ方針 

同左 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変動

の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・フ

ロー変動の累計を比較し、その変動額の比率によっ

て有効性を評価しております。ただし、特例処理に

よっている金利スワップについては、有効性の評価

を省略しております。 

 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

６ 四半期キャッシュ・フロー計算書における資金の 

範囲 

手許預金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。 

 

６ キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

７ その他四半期財務諸表作成のための基本となる重要

な事項 

消費税等の会計処理 

  消費税等の会計処理は税抜方式によっております。 

 

７ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

――― （固定資産の減損に係る会計基準） 

「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の

減損に係る会計基準の設定に関する意見書」（企業

会計審議会平成14年8月9日）及び「固定資産の減損

に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会

平成15年10月31日企業会計基準適用指針第6号）を当

会計期間から適用しております。これによる損益に

与える影響はありません。 

 

1.（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基

準） 

  当第３四半期会計期間より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準第

５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を

適用しております。 

  これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,160,618千円であります。 

なお、当第３四半期会計期間における四半期貸借

対照表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則によ

り作成しております。 

 

――― 

2. （繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い） 

  当第３四半期会計期間より「繰延資産の会計処理

に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平

成18年８月11日 実務対応報告第19号）を適用して

おります。 

  この適用に伴い、当第３四半期会計期間以降支出

した社債発行費の償却については、社債の償還まで

の期間にわたり定額法により償却する方法に変更し

ております。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。 

 

――― 
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注記事項 

(四半期貸借対照表関係) 

 
当第３四半期会計期間 
(平成18年12月31日) 

前事業年度末 
(平成18年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 
162,900千円 
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

151,699千円 

※２ 担保に供している資産 

敷金・保証金 173,887千円 

    計     173,887千円 

 

これらの他、当社製品である「驚速xp」の一部知的財

産権及び、「自動インストール機能」に関する特許権

(出願中)を長期借入金の質権担保及び、譲渡担保に供

しております。 

（上記に対応する債務） 

  一年以内返済予定 

  の長期借入金   80,712千円 

  長期借入金    89,639千円 

 計       170,352千円 

※２ 担保に供している資産 

売掛金    881,447千円 

敷金・保証金 173,887千円 

   計    1,055,335千円 

これらの他、当社製品である「驚速xp」の一部知的財

産権及び、「自動インストール機能」に関する特許権

(出願中)を長期借入金の質権担保及び、譲渡担保に供

しております。 

（上記に対応する債務） 

  短期借入金   700,000千円 

  一年以内返済予定 

  の長期借入金   79,770千円 

  長期借入金   150,292千円 

   計      930,063千円 

 

※３ 消費税等の取扱い 
仮払消費税等と仮受消費税等は相殺のうえ、流動負
債の「その他」に含めて表示しております。 
 

※３ 消費税等の取扱い 
――― 

※４ シンジケート・ローン 
当社は、事業資金の効率的な調達を行なうため、

取引銀行とコミット型のシンジケート・ローンを締
結しております。なお、この契約に基づく当第３四
半期会計期間末の借入実行残高等は次のとおりであ
ります。 

総コミット金額  800,000千円 

借入実行残高   400,000千円 

差引額       400,000千円 
 

※４ シンジケート・ローン 

――― 

※５ 売掛債権譲渡高           ――― 
 

※５ 売掛債権譲渡高         373,300千円 
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(四半期損益計算書関係) 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 147千円 

講演料収入 252千円 

支払債務整理益 5,018千円 

  
 

※１ 営業外収益のうち主要なもの 

受取利息 216千円 

講演料収入 795千円 
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 51,990千円 

売上債権売却損 11,142千円 

株式上場費用 27,410千円 

  
 

※２ 営業外費用のうち主要なもの 

支払利息 45,803千円 

売上債権売却損 38,892千円 

  
 

※３ 特別利益の内訳 

――― 

※３ 特別利益の内訳 

貸倒引当金戻入 5,272千円 

和解金収入 5,145千円 

  
 

※４ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 2,543千円 

  
 

※４ 特別損失の内訳 

固定資産除却損 2,023千円 
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 21,408千円 

無形固定資産 590,649千円 
 

※５ 減価償却実施額 

有形固定資産 35,447千円 

無形固定資産 503,310千円 

  
 

※６ 当第３四半期会計期間における税金費用について

は、簡便法による税効果会計を適用しているた

め、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業

税」に含めて表示しております。 

 

 
――― 
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(四半期株主資本等変動計算書関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

前事業年度末 

株式数 

当第３四半期 

会計期間 

増加株式数 

当第３四半期 

会計期間 

減少株式数 

当第３四半期 

会計期間 

株式数   

（株） （株） （株） （株） 

発行済株式       

 普通株式 56,448 5,000 － 61,448 

合計 56,448 5,000 － 61,448 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加5,000株は、平成18年12月19日を払込期日とする公募増資による新株発行に

よる増加であります。 

 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係) 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金 1,903,496千円

預入期間３か月超の定期預金 － 

 現金及び現金同等物 1,903,496千円
 

 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 467,033千円

預入期間３か月超の定期預金 △40,000千円

 現金及び現金同等物 427,033千円
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(リース取引関係) 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び第３四半期期末残高相

当額 

1.リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

四半期 
末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具及び備品 61,755 36,688 25,066 

ソフトウェア 167,143 89,779 77,363 

合計 228,898 126,468 102,429 

 

 
取得価額 
相当額 
(千円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円) 

期末残高 
相当額 
(千円) 

工具器具及び備品 88,271 64,241 24,030 

ソフトウェア 164,285 63,277 101,007 

合計 252,557 127,519 125,037 

 
(2) 未経過リース料四半期末残高相当額等 

  未経過リース料四半期末残高相当額 

１年以内 41,489千円

１年超 63,086千円

合計 104,576千円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 46,893千円

１年超 80,648千円

合計 127,542千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 40,414千円

減価償却費相当額 37,387千円

支払利息相当額 3,764千円
 

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 

支払リース料 47,284千円

減価償却費相当額 43,841千円

支払利息相当額 4,147千円
 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 

同左 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

リース総額とリース物件の取得価額相当分との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

 

2.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 568千円

１年超 － 

合計 568千円

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 

 

(5) 利息相当額の算定方法 

同左 

 

 

 

2.オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年以内 1,276千円

１年超 212千円

合計 1,489千円

 

（減損損失について） 

リース資産に配分された減損損失はありません。 
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   (デリバティブ取引関係) 

当第３四半期会計期間(自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日) 

金利スワップ取引を行っておりますが、全てヘッジ会計を適用しているため注記の記載を省略しております。 

 

前事業年度(自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日) 

金利スワップ取引を行っておりますが、全てヘッジ会計を適用しているため注記の記載を省略しております。 

 

(１株当たり情報) 

 
当第３四半期会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日) 

１株当たり純資産額 

１株当たり四半期純利益 

34,987円38銭 

8,571円01銭 

潜在株式調整後１株当たり 

四半期純利益             8,569円97銭 

１株当たり純資産額 

１株当たり当期純利益 

11,741円36銭

6,229円88銭
 

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第４号）が平成18年１月31日付

で改正されたことに伴い、当第３四半期会計期間から繰

延ヘッジ損益（税効果調整後）の金額を普通株式に係る

当四半期会計期間末の純資産額に含めております。な

お、前事業年度末において採用していた方法により算定

した当四半期会計期間末の１株当たり純資産額は、35,1

61円74銭であります。 

 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、新株

予約権の残高がありますが、当社株式は非上場であり、

期中平均株価の把握ができないため、記載しておりませ

ん。 
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(注)  １株当たり四半期(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は以下のとお

りであります。 
 

項目 
当第３四半期会計期間 
自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日 

前事業年度 
自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日 

四半期損益計算書(損益計算書)上の四半期(当
期)純利益(千円) 

485,841 351,664 

普通株式に係る四半期(当期)純利益(千円) 485,841 351,664 

普通株主に帰属しない金額(千円)     ―――     ――― 

普通株式の期中平均株式数(株) 56,684 56,448 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益 
8,569.97 ――― 

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純

利益の算定に用いられた普通株式増加数の主

要な内訳（株） 

 新株予約権 

170 ――― 

普通株式増加数（株） 5,000 ――― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり四半期(当期)純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

――― 

①平成12年６月28日定

時株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  56株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

14,700,000円  

②平成13年２月19日臨時

株主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  180株 

発行価額    262,500円 

発行価額の総額 

47,250,000円 

③平成13年10月9日臨時株

主総会決議 

発行すべき株式の種類 

普通株式 

新株発行予定残数  48株 

発行価額     287,500円 

発行価額の総額 

13,800,000円 
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(重要な後発事象) 

 

第３四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
 至 平成18年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成17年４月１日 
 至 平成18年３月31日） 

 売出し（オーバーアロットメントによる売出

し）に関連して行なう第三者割当による新株式発

行 

 当社では、株式会社東京証券取引所マザーズ市

場への上場に伴う新株式発行及び株式売出しに関

連し、当社株主から当社普通株式を借受けた野村

證券株式会社が売出人となり、普通株式1,050株の

オーバーアロットメントによる売出しを行ないま

した。これに関連して、平成18年11月17日及び平

成18年12月１日開催の取締役会決議により、下記

のとおり野村證券株式会社を割当先とする新株式

の発行を行ないました。この結果、平成19年１月

16日付で資本金は1,329,060千円、発行済株式の総

数は62,668株となりました。 

 

発行新株式数 普通株式 1,050株 

売出価格 １株につき220,000円 

引受価額 １株につき202,400円 

資本組入額 １株につき101,200円 

引受価額の総額 212,520,000円 

払込金額の総額 231,000,000円 

資本組入額の総額 106,260,000円 

割当先 野村證券株式会社 

申込期日 平成19年12月19日 

払込期日 平成19年１月16日 

資金使途 

 新製品の開発投資資金及び、業務システム・Ｅ

Ｃシステム強化のための設備投資資金として充当

する予定であります。 

 

該当事項はありません。 

 
 

（その他） 

カリフォルニア州法人であるサスティーン・インク（サスティーン社）は、平成17年１月27日に当社

をカリフォルニア州の連邦地方裁判所に提訴しました。提訴内容は、当社が、サスティーン社との間の

ソフトウェアライセンス契約に違反して第三者にサブライセンスし、契約期間中の最低使用許諾料を支

払わなかった等として、使用許諾料相当額約155万ドルを損害として請求してきたものです。これに対し

て、連邦地方裁判所は、平成17年12月20日に略式判決で、ライセンス契約解除後の使用許諾料について

の損害賠償請求を棄却、更に平成18年６月23日にライセンス契約解除前の使用許諾料請求に関しても、

訴え取下げの合意に基づき、同請求を棄却しました。サスティーン社は、平成18年７月21日に、連邦高

等裁判所第9巡回区に、ライセンス契約解除後の使用許諾料相当額についてのみ第１審の棄却判決を控訴

しました。当社は、サスティーン社に対して何ら損害賠償義務を負っていないと考えており、連邦地方

裁判所の判決が覆されることはないと考えておりますが、訴訟にはリスクが伴い、結果については、現

時点で予測することは困難です。 

 


