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・定性的情報・財務諸表等 
1. 経営成績に関する定性的情報 

当第 2 四半期会計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界規

模の金融資本市場の混乱や、原油価格の高騰等の影響を受け、国内景気も後退局面に入っていること

が明らかとなっております。 
 当社を取り巻く環境においては、パソコン本体の市場動向は、BCN の発表によると、当第 2 四半期

会計期間における 5 万円前後の小型ノートパソコンの販売台数が、第 1 四半期会計期間と比較して約

4 倍に伸びノートパソコン市場全体の 2 割を超えるなど好調でしたが、当第 2 四半期会計期間におけ

る、国内のパソコン全体の出荷台数において、前年同期比 6％減の 215 万台（JEITA 調べ）と市場の

冷え込みの影響が見られました。 
 パソコンソフトウェア全体の市場においても同じく、当第 2 四半期会計期間は前年に対して約 15％
の縮小（ソースネクスト調べ）が見られ、景気後退の影響を受けていると考えております。 
 こうした状況のもと、当社は CD-ROM ドライブが搭載されていない 5 万円前後の小型ノートパソ

コンに対応すべく、パソコンソフトを CD-ROM に代えて USB メモリに収録した「U メモ」シリーズ

を市場投入いたしました。 
 その結果、当第 2 四半期会計期間の売上高は 36 億 92 百万円（前期比 12.1％増）を計上いたしまし

た。パソコンソフトウェア市場が縮小傾向にあり、競争がさらに激化する中、「U メモ」シリーズの

投入により、1 ヶ月間で約 65 万本を出荷し、当第 2 四半期会計期間における「U メモ」シリーズの売

上高は、20 億 31 百万円となりました。 
 経常利益につきましては、USB メモリを採用したことによる製造原価増等により、4 百万円（前年

同期比 97.3％減）を計上いたしました。 
 
 
（１） 売上高 
当第 2 四半期会計期間における売上高は、パソコンソフトの USB メモリ版「U メモ」シリーズの

新規投入により、36 億 92 百万円（前期比 12.1％増）となりました。パソコンソフトウェア市場が縮

小傾向にあり、競争がさらに激化する中、「U メモ」シリーズの投入により、1 ヶ月間で約 65 万本を

出荷いたしました。 
 当第 2 四半期会計期間の売上高に占める「U メモ」シリーズの売上高は 20 億 31 百万円（総売上高

に占める割合：55.0％）となり、販売本数シェアも好調に推移しております。製品別売上高では、主

力である「ウイルスセキュリティ ZERO」が、USB メモリ版の好調に後押しされ、売上高は前年同期

比 6.4％増加し、12 億 56 百万円を計上いたしました。その他のソフトウェア製品については、「驚

速」シリーズ、ユーティリティ製品が好調に推移し、「驚速」シリーズ、ユーティリティ製品の売上

高の合計は 4 億 34 百万円と、前年同期比 231.6％となりました。 
 

 
（２） 売上総利益 
当第 2 四半期会計期間の売上総利益は 16 億 43 百万円（前年同期比 5.5％減）でした。「U メモ」

シリーズの投入により、USB メモリを採用したことで、製造原価等が増えたことが要因です。
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（３） 営業利益 
販売費および一般管理費の売上高に占める割合は、44.4％と、当期予算を下回ることができました

が、売上総利益の減少を吸収できず、当第 2 四半期会計期間における営業利益は、2 百万円（前年同

期比 98.5％減）となりました。 
 
（４） 経常利益 
当第 2 四半期会計期間における経常利益は 4 百万円（前年同期比 97.3％減）となりました。 

 
（５） 四半期純利益 

 当第 2 四半期会計期間において、当社は、日本アイ・ビー・エム株式会社（以下日本 IBM）との

訴訟につきまして、平成 20 年 7 月 24 日に同社と和解いたしました。本訴訟の和解金額が確定し、訴

訟関係未払金戻入益として、90 百万円を特別利益として計上いたしました。また、過年度の売上原価

と、販売費及び一般管理費の修正として、28 百万円を特別利益として計上しております。さらに、過

年度の研究開発費の修正として、71 百万円を特別損失として計上いたしました。よって、当第 2 四半

期会計期間における、税引前四半期純利益は、52 百万円となり、四半期純利益は 25 百万円（前年同

期比 88.6％減）を計上いたしました。 
 
（注）当会計年度より四半期会計基準等を適用したため、上記における前年同期比との対比につきま

しては、業績説明上の参考として記載しております。 
 

 
2. 財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 
当第 2 四半期会計期間末の総資産額は、前事業年度末に比べ 1 億 89 百万円増加し、83 億 34 百万円

になりました。流動資産は 2 億 26 百万円増加して、61 億 57 百万円、固定資産は 34 百万円減少して、

21 億 67 百万円となりました。  
 流動資産の増加の主な要因は、売掛金の増加 3 億 14 百万円によるものです。  
 固定資産の減少の主な要因は、ソフトウェアの取得による増加 2 億 82 百万円、及び償却による減少

3 億 49 百万円によるものです。  
 当第 2 四半期会計期間末の負債の合計は、前事業年度末に比べ 1 億 34 百万円増加して、50 億 85 百

万円となりました。主な要因は、買掛金の増加 6 億 39 百万円、未払法人税等の減少 1 億 28 百万円、

長期借入金の減少 1 億 87 百万円によるものです。  
 当第 2 四半期会計期間末の純資産は、55 百万円増加して、32 億 49 百万円となりました。純資産の

主な増加は、当第 2 四半期累計期間の四半期純利益の計上 1 億 14 百万円、配当金の支払いによる減少

62 百万円によるものです。  
 

 

3. 業績予想に関する定性的情報 
景況感の悪化により、受注環境がいっそう厳しくなっていること、また「U メモ」シリーズの投入

により製造原価が上がっていることから、売上高、利益共に当初計画を下回る見込みです。 
 平成 21 年 3 月期の業績見通しにつきましては、売上高 135 億円（前年同期比 1.8％増）、営業利益

は 3 億 90 百万円（前年同期比 59.6％減）、経常利益は 3 億 11 百万円（前年同期比 66.1％減）、当期

純利益は、1 億 84 百万円（前年同期比 76.0％減）を見込んでおります。 
 
 平成 21 年 3 月期第 1 四半期に関する定性的情報については、平成 21 年 3 月期第 1 四半期決算短信

（平成 20 年 8 月 8 日開示）をご参照ください。 
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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 
① 簡便な会計処理 
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。 
 

(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 
① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 
当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、

「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」等の適用 
棚卸資産については、従来、主として総平均法に基づく原価法によっておりましたが、当第１

四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成 18 年７月

５日 企業会計基準第９号)が適用されたことに伴い、主として総平均法に基づく原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。 
 なお、これにより損益に与える影響は軽微であります。 
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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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 1,056,507 1,458,900 

売掛金 3,183,579 2,868,643 

製品 1,106,015 927,942 

前渡金 173,142 267,711 

繰延税金資産 352,176 266,874 

その他 286,534 141,791 

流動資産合計 6,157,955 5,931,863 

固定資産 

有形固定資産 

有形固定資産 287,233 297,209 

減価償却累計額 △183,374 △188,483 

有形固定資産合計 103,859 108,725 

無形固定資産 

ソフトウエア 904,745 971,875 

その他 801,888 819,645 

無形固定資産合計 1,706,633 1,791,520 

投資その他の資産 357,362 302,569 

固定資産合計 2,167,855 2,202,815 

繰延資産 

繰延資産合計 8,665 10,194 

資産合計 8,334,475 8,144,874 

負債の部 

流動負債 

買掛金 1,504,797 864,884 

短期借入金 550,000 550,000 

1年内返済予定の長期借入金 402,100 497,160 

1年内償還予定の社債 220,000 220,000 

未払金 1,050,486 1,140,114 

未払法人税等 221,775 350,589 

賞与引当金 7,647 12,436 

返品調整引当金 461,585 328,720 

アフターサービス引当金 27,509 21,835 

その他 63,354 91,994 

流動負債合計 4,509,255 4,077,736 

固定負債 

社債 280,000 390,000 

長期借入金 296,000 483,200 

固定負債合計 576,000 873,200 

負債合計 5,085,255 4,950,936 
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（単位：千円） 

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,330,685 1,330,685 

資本剰余金 1,170,685 1,170,685 

利益剰余金 750,619 698,593 

株主資本合計 3,251,989 3,199,963 

評価・換算差額等 

繰延ヘッジ損益 △2,768 △6,025 

評価・換算差額等合計 △2,768 △6,025 

純資産合計 3,249,220 3,193,937 

負債純資産合計 8,334,475 8,144,874 

6

ソースネクスト株式会社 （4344） 平成21年3月期第2四半期決算短信（非連結）



  

(2) 【四半期損益計算書】

【第２四半期累計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,499,082 

売上原価 3,020,361 

売上総利益 3,478,721 

返品調整引当金繰入額 461,585 

返品調整引当金戻入額 328,720 

差引売上総利益 3,345,856 

販売費及び一般管理費 3,135,887 

営業利益 209,969 

営業外収益 

受取利息 1,613 

受取手数料 466 

その他 383 

営業外収益合計 2,464 

営業外費用 

支払利息 19,018 

株式上場費用 12,942 

為替差損 9,479 

その他 5,329 

営業外費用合計 46,770 

経常利益 165,663 

特別利益 

訴訟関係未払金戻入益 90,895 

前期損益修正益 28,450 

特別利益合計 119,346 

特別損失 

前期損益修正損 71,689 

固定資産除却損 316 

特別損失合計 72,005 

税引前四半期純利益 213,004 

法人税、住民税及び事業税 214,098 

法人税等調整額 △115,629 

法人税等合計 98,468 

四半期純利益 114,536 
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【第２四半期会計期間】 

（単位：千円） 

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 3,692,197 

売上原価 1,787,065 

売上総利益 1,905,131 

返品調整引当金繰入額 461,585 

返品調整引当金戻入額 199,930 

差引売上総利益 1,643,476 

販売費及び一般管理費 1,640,661 

営業利益 2,815 

営業外収益 

受取利息 1,613 

為替差益 13,002 

その他 300 

営業外収益合計 14,917 

営業外費用 

支払利息 9,097 

その他 3,680 

営業外費用合計 12,777 

経常利益 4,955 

特別利益 

訴訟関係未払金戻入益 90,895 

前期損益修正益 28,450 

特別利益 119,346 

特別損失 

前期損益修正損 71,689 

固定資産除却損 144 

特別損失合計 71,833 

税引前四半期純利益 52,469 

法人税、住民税及び事業税 189,207 

法人税等調整額 △161,754 

法人税等合計 27,453 

四半期純利益 25,015 
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当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第 12 号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第 14 号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 

(3) 継続企業の前提に関する注記 
該当事項なし 

 
(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項なし 
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「参考」 

 (要約) 前中間損益計算書 
                         (単位：千円) 

科目 

 
前中間会計期間 

(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年９月30日) 

金額 

Ⅰ 売上高 6,342,855 

Ⅱ 売上原価 2,992,106 

   売上総利益 3,350,749 

   返品調整引当金繰入額 207,550 

   返品調整引当金戻入額 223,085 

   差引売上総利益 3,366,284 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,016,018 

   営業利益 350,265 

Ⅳ 営業外収益 4,671 

Ⅴ 営業外費用 43,218 

   経常利益 311,718 

Ⅵ 特別損失 91,274 

   税引前中間純利益 220,443 

   法人税、住民税及び事業税 2,179 

   法人税等調整額 △130,310 

   中間純利益 348,574 
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