
平成21年3月期 第3四半期決算短信（非連結） 

平成21年2月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 ソースネクスト 上場取引所 東 

コード番号 4344 URL http://www.sourcenext.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 松田 憲幸

問合せ先責任者 （役職名）
常務取締役 アドミニストレーション
グループ担当執行役員 兼 経営企
画室担当執行役員

（氏名） 青山 文彦 TEL 03-5786-7203

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

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

20年3月期第3四半期 9,879 16.4 627 4.1 576 17.4 523 7.8

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

21年3月期第3四半期 △12,246.78 ―

20年3月期第3四半期 4,188.11 4,184.96

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

21年3月期第3四半期 6,107 1,604 26.3 12,836.27
20年3月期 8,144 3,193 39.2 25,547.41

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,604百万円 20年3月期  3,193百万円

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  有  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 0.00 0.00 0.00 500.00 500.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21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  有  
 

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 10,000 △24.5 △1,860 ― △1,920 ― △2,190 ― △17,517.20

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） 

［（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。］  

(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 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  125,020株 20年3月期  125,020株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  125,020株 20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 
 ・上記及び添付資料に記載した業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものです。実際の業績は、今後さまざまな不確定要因や事業運営
における経済情勢、社会情勢等により異なる場合がありますので、ご承知おきください。 
 ・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）および「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。  
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当第3四半期会計期間におけるわが国経済は、米国に端を発する世界規模の金融不安、急激な株式・為

替市場の変動等の影響で、未曾有の危機的状況にあります。 

 当社を取り巻く環境においては、JEITAの発表によると、2008年12月の国内パソコン出荷台数は、ネッ

トブックと呼ばれる低価格ノートパソコンの好調に牽引されノートパソコンが過去 高の71.2％を占め、

当第3四半期累計期間（2008年4月～12月）におけるパソコン全体の出荷台数は、前期比で0.1％減とほぼ

横ばいで推移しております。 

 パソコンソフトウェア市場に関しましても、当第3四半期会計期間において前期比4％減（ソースネクス

ト調べ）となりましたが、社会全体の景況感が厳しさを増している中、当社を取り巻く市場環境における

影響は比較的軽微だと考えられます。 

 こうした状況のもと、当社は当第2四半期会計期間に投入したパソコンソフトのUSBメモリ版「Uメモ™」
シリーズの拡販に努めました。店頭の実売状況では当社パソコンソフト実売金額ベースにおいて、「Uメ

モ™」シリーズがCD-ROM版を超え、6割を占めるなど好調に推移しております。 

 しかしながら、金融市場の収縮等から、各企業にも先行き悪化懸念が高まっており、当社の主要取引先

である家電量販店をはじめとする各小売店は、急速な在庫圧縮に動きました。そのため、市場の停滞以上

に出荷が伸び悩み、当第3四半期会計期間の売上高は15億29百万円（前期比56.8％減）となりました。経

常利益につきましては、各種経費の圧縮に努めましたが、売上の減少を吸収するに至らず、14億35百万円

の損失（前期比17億1百万円減）となりました。 

  

（１） 売上高 

当第3四半期会計期間においては、パソコンソフトのUSBメモリ版「Uメモ™」シリーズの拡販に引き続き

注力いたしました。当第3四半期会計期間の店頭実売状況が市場全体で前期比4％減となる中、当社パソコ

ンソフトウェアの店頭実売状況は前期比約3％減で推移いたしました。なかでも、主力製品である「ウイ

ルスセキュリティ」シリーズは、前期比12％増と好調を維持しております。 

 しかしながら、主要取引先である家電量販店をはじめとする各小売店の在庫圧縮が急速に進んだことに

より、新製品以外の出荷が伸び悩み、売上高は15億29百万円（前期比56.8％減）となりました。 

  

（２） 売上総利益 

CD-ROM版と「Uメモ™」シリーズの出荷は、当初の想定を上回るペースで「Uメモ™」シリーズへ急速にシ

フトしました。そのため、製造原価率も予想を上回り、当第3四半期会計期間の売上総利益は、5億9百万

円（前期比74.5％減）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 

販売費および一般管理費は全社で圧縮に努めましたが、売上高の減少に対して、店頭市場の実売状況が

比較的好調であったため、実売金額に連動する販売促進費は予想を上回りました。また研究開発費を増加

したことにより、売上総利益の減少を吸収できず、当第3四半期会計期間における営業利益は、14億36百

万円の損失（前期比17億13百万円減）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14億35百万円の損失（前期比17億1百万円減）となりました。 

  

（５） 四半期純利益 

当第3四半期会計期間における、税引前四半期純利益は、14億38百万円の損失、四半期純利益は16億45

百万円の損失（前期比18億20百万円減）となりました。 

  

（注）当事業年度より四半期会計基準等を適用したため、上記における前期比につきましては、業績説明

上の参考として記載しております。 

  

  

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20億36百万円減少し、61億7百万円になりま

した。流動資産は17億13百万円減少して、42億18百万円、固定資産は3億21百万円減少して、18億81百万

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7億5百万円、及び売掛金の減少11億2百万円による

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4億1百万円、及び償却による減少5億19

百万円によるものです。 

 当第3四半期会計期間末の負債の合計は、前事業年度末に比べ4億47百万円減少して、45億3百万円とな

りました。主な要因は、買掛金の減少1億82百万円、未払法人税等の減少3億48百万円によるものです。 

 当第3四半期会計期間末の純資産は、15億89万円減少して、16億4百万円となりました。純資産の主な減

少は、当第3四半期純損失の計上15億31百万円によるものです。 

  
  

景気の先行きが不透明であることから、各小売店の在庫圧縮は一層強まるものと考えており、誠に遺憾

ながら、平成20年11月10日に発表いたしました通期業績予想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100億円（前期比24.5％減）、営業利益は18億60百

万円の損失（前期比28億26百万円減）、経常利益は19億20百万円の損失（前期比28億38百万円減）、当期

純利益は、21億90百万円の損失（前期比29億56百万円減）を見込んでおります。 

 今後は、インターネット販売をより強化し、ダウンロード製品の販売割合を高めることにより、粗利率

の改善に取り組んで参ります。製造原価に関しましては、「Uメモ™」シリーズに使用するUSBメモリの調

達価格はすでに発売当初と比較してほぼ半分の水準まで下がっており、さらなる低減を目指すことで、売

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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上総利益の改善に努めて参ります。販売費および一般管理費においては、コールセンター、システム開

発、店頭メンテナンスなどの業務委託コストの削減に努め、業績回復に全社を挙げて取り組んで参る所存

です。 
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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。 

  

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。 

  

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
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１【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20年12月31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 753,593 1,458,900

売掛金 1,766,204 2,868,643

製品 1,096,360 927,942

前渡金 156,465 267,711

未収還付法人税等 175,157 －

その他 270,509 408,666

流動資産合計 4,218,290 5,931,863

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 296,132 297,209

減価償却累計額 △190,040 △188,483

有形固定資産合計 106,092 108,725

無形固定資産   

ソフトウエア 834,948 971,875

その他 641,246 819,645

無形固定資産合計 1,476,194 1,791,520

投資その他の資産 299,421 302,569

固定資産合計 1,881,708 2,202,815

繰延資産   

繰延資産合計 7,900 10,194

資産合計 6,107,900 8,144,874

負債の部   

流動負債   

買掛金 681,947 864,884

短期借入金 1,050,000 550,000

1年内返済予定の長期借入金 374,400 497,160

1年内償還予定の社債 220,000 220,000

未払金 1,059,130 1,140,114

未払法人税等 2,044 350,589

返品調整引当金 249,450 328,720

アフターサービス引当金 51,809 21,835

その他 156,926 104,431

流動負債合計 3,845,709 4,077,736

固定負債   

社債 280,000 390,000

長期借入金 377,400 483,200

固定負債合計 657,400 873,200

負債合計 4,503,109 4,950,936
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 △895,009 698,593

株主資本合計 1,606,360 3,199,963

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △1,570 △6,025

評価・換算差額等合計 △1,570 △6,025

純資産合計 1,604,790 3,193,937

負債純資産合計 6,107,900 8,144,874
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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）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 8,028,453

売上原価 4,252,102

売上総利益 3,776,350

返品調整引当金繰入額 249,450

返品調整引当金戻入額 328,720

差引売上総利益 3,855,620

販売費及び一般管理費 5,081,919

営業損失（△） △1,226,298

営業外収益  

受取利息 1,613

受取手数料 466

為替差益 1,000

その他 623

営業外収益合計 3,704

営業外費用  

支払利息 27,890

株式上場費用 12,942

その他 6,825

営業外費用合計 47,658

経常損失（△） △1,270,252

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

特別損失合計 81,081

税引前四半期純損失（△） △1,225,808

法人税、住民税及び事業税 2,536

法人税等調整額 302,747

法人税等合計 305,284

四半期純損失（△） △1,531,092
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 1,529,370

売上原価 1,231,741

売上総利益 297,629

返品調整引当金繰入額 249,450

返品調整引当金戻入額 461,585

差引売上総利益 509,764

販売費及び一般管理費 1,946,032

営業損失（△） △1,436,268

営業外収益  

受取利息 0

為替差益 10,479

その他 240

営業外収益合計 10,719

営業外費用  

支払利息 8,871

その他 1,495

営業外費用合計 10,366

経常損失（△） △1,435,915

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

特別損失合計 12,581

税引前四半期純損失（△） △1,438,812

法人税、住民税及び事業税 △211,561

法人税等調整額 418,377

法人税等合計 206,815

四半期純損失（△） △1,645,628
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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 (要約) 前四半期損益計算書 

                         (単位：千円) 

 
  

  

  

「参考」

科目

前第３四半期累計期間
(自 平成19年４月１日  
 至 平成19年12月31日)

金額

Ⅰ 売上高 9,879,444

Ⅱ 売上原価 4,398,709

   売上総利益 5,480,734

   返品調整引当金繰入額 340,829

   返品調整引当金戻入額 223,085

   差引売上総利益 5,362,990

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,735,558

   営業利益 627,432

Ⅳ 営業外収益 8,900

Ⅴ 営業外費用 59,472

   経常利益 576,859

Ⅵ 特別損失 91,274

   税引前四半期純利益 485,585

   法人税、住民税及び事業税 124,679

   法人税等調整額 △162,692

   四半期純利益 523,598
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