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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30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2四半期 3,267 △49.7 △899 ― △930 ― △1,071 ―

21年3月期第2四半期 6,499 ― 209 ― 165 ― 114 ―

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2四半期 △8,167.64 ―

21年3月期第2四半期 916.14 ―

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2四半期 4,710 169 3.6 1,071.34
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2四半期  169百万円 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  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 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2四半期 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2四半期 ―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2四半期 131,200株 21年3月期第2四半期 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２四半期会計期間におけるわが国経済は、一部に持ち直しの兆しがあるものの、先行きへの不透明

感から個人消費市場は低迷が続いており、各企業は商品を値下げするなど、市場のデフレーションが進ん

でいる状況にあります。 

 当社を取り巻く環境においては、JEITAの発表によると、当第２四半期会計期間におけるパソコンの出

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が牽引し、モバイルノートパソコンは好調なも

のの、前年比96.9％と、全体としては減少傾向で推移いたしました。 

  また、パソコンソフトウェア市場（※）に関しましては、当第２四半期会計期間において、店頭実売の

販売本数実績は前年比91.4％で推移いたしました。個人消費市場の低迷に加えパソコン本体及びパソコン

ソフトウェアともに、マイクロソフト社の新OS「Windows7」の発売に向けて消費者の買い控えが影響した

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おいては、「Windows7」の発売に向けて、主力製

品を中心とした「Windows7対応版」の発売及び既存のユーザーによるアップグレードを進めました。特に

ウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」の「Windows7」対応のアップグレードに伴う更新料

収益を確保するため、製品からの更新手続の改善、webページ改善に注力いたしました。また、第１四半

期に新規市場投入いたしました英語学習ソフト「超字幕®」シリーズのラインアップ拡充、年賀状作成ソ

フト「筆王ZERO®」の2010年パッケージ版の市場投入を行ないました。販売費及び一般管理費につきまし

ては、業務委託費、販売促進費等、大幅な削減を進めて参りました。さらに、売上総利益率の改善を図る

ため、当社直販サイトであるソースネクストeSHOPにおけるハードウェアの仕入販売の縮小を図り、自社

ソフトウェアなど高粗利商材の販売へ注力いたしました。そのため、売上高は減少いたしましたが、売上

総利益率は、第１四半期から改善傾向にあります。 

 しかしながら、「Windows7」発売前のソフトウェアの買い控えによる市場縮小の影響及び、競合他社の

新製品発売により、主力製品である「ウイルスセキュリティZERO®」の市場販売本数シェアが低下し、売

上高は13億95百万円（前年同四半期比62.2％減）、経常損失は４億35百万円（前年同四半期は経常利益４

百万円）となりました。 

 ※GfKが集計するパソコンソフト9分類 

  

（１）売上高 

「Windows7」発売前のソフトウェアの買い控え、及び競合他社の新製品発売の影響を受け、主力製品

である「ウイルスセキュリティZERO®」の市場販売本数シェアが低下し、当社からの出荷高は伸び悩み

ました。さらに、売上総利益率の改善を図るため、当社直販サイトであるソースネクストeSHOPにおけ

るハードウェアの仕入販売の縮小を図り、自社ソフトウェアなど高粗利商材の販売へ注力したために、

売上高が減少し、13億95百万円（前年同四半期比62.2％減）となりました。 

  

（２）売上総利益 

第１四半期に引き続き、主要製品以外の「Uメモ®」シリーズのタイトル数の絞り込みを行ない、CD-

ROM版の割合を増やしたこと、また当社直販サイトソースネクストeSHOPにおいて自社ソフトウェアなど

高粗利商材の販売に注力したことにより、売上総利益率は、46.8％へ改善いたしました。当第２四半期

会計期間における売上総利益は、６億53百万円（前年同四半期比60.3％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 

販売費及び一般管理費は、業務委託費、販売促進費を中心に経費を大幅に圧縮し、当第２四半期会計

期間において、前年同四半期比５億61百万円の削減をいたしました。ハードウェアの仕入販売の縮小、

及び店頭市場の縮小により、売上高は第１四半期と比較し減少いたしましたが、四半期ごとの営業損失

は改善傾向にあります。当第２四半期会計期間は、営業損失４億26百万円（前年同四半期は営業利益２

百万円）となりました。 

 
  

（４）経常利益 

当第２四半期会計期間は、経常損失４億35百万円（前年同四半期は経常利益４百万円）となりまし

た。 

  

（５）四半期純利益 

当第２四半期においては、経費節減のため本社の移転を決議し、減損損失74百万円及び本社移転損失

引当金として48百万円の特別損失を計上したため、当第２四半期会計期間は、四半期純損失５億76百万

円（前年同四半期は四半期純利益25百万円）となりました。 

  

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11億78百万円減少し、47億10百万円になり

ました。流動資産は８億57百万円減少して31億19百万円、固定資産は３億20百万円減少して15億85百万円

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６億84百万円、売掛金の減少１億91百万円、前渡金

の増加２億97百万円によるものです。 

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２四半期会計期間末の負債の合計は、９億88百万円減少して、45億40百万円となりました。主な要

因は、買掛金の減少２億55百万円、短期借入金の減少６億90万円によるものです。 

当第２四半期会計期間末の純資産は、１億90百万円減少して、１億69百万円となりました。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10億71百万円によるものです。 

  

第１四半期、及び当第２四半期の業績が当初計画を下回っていること、さらに第３四半期以降にかけて

は引き続き当社直販サイトソースネクストeSHOPでのハードウェア販売を縮小するなど、販売戦略を大幅

に方針変更することから、売上高、利益共に当初計画を下回る見込みです。当社は現在家電量販店を中心

とする、店頭パッケージ販売を主として行なっておりますが、今後はさらなる利益率の改善を図るため、

当社直販サイトであるソースネクストeSHOPを中心に、インターネットでのパソコンソフトウェア販売で

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 
当第２四半期

売上高 16億１百万円 18億71百万円 13億95百万円

営業損失 △12億30百万円 △4億72百万円 △４億26百万円

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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は、ダウンロード販売を強化して参ります。平成22年３月期第３四半期以降の販売戦略については、引

き続き経費の削減に努めるとともに、「Windows7」発売に伴い、OS更新型ウイルス対策ソフトである「ウ

イルスセキュリティ」利用ユーザー600万人に対して、「Windows7」対応版の拡販強化を行い、下半期の

黒字化を目指して参ります。平成22年３月期の業績見通しにつきましては、売上高67億96百万円（前年同

期比29.4％減）、営業損失は７億70百万円、経常損失は８億50百万円、当期純損失は９億94百万円を見込

んでおります。 

  

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、事業年度にかか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、当第２四半期４億26百万円と多額の営業損失を計上しています。そのた

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。しかしながら、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。これに伴い競争も激化することが予想され、当社

は、新たな市場を創造するため、平成21年６月に、映画コンテンツを利用した英語学習ソフト「超字

幕®」シリーズを発売いたしました。既にパラマウント デジタル エンターテイメント、ワーナーエ

ンターテイメントジャパン等の有力な映画配給会社と業務提携を行なっており、今後製品ラインアッ

プが拡充されることにより、中長期的な企業価値の向上につながると考えております。 

 しかしながら、パソコンソフトウェアの競争激化もあり、当面の販売環境は厳しいものが続くと予

想されます。「Windows7」発売に伴う既存製品の需要を取り込むことなどから、下半期には一定の利

益の計上を見込んでいるものの、借入金の返済等が資金繰りに与える影響は大きいと予想されます。 

 このため、費用削減は喫緊の課題であり、今後は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（サポートセンター費用、システム保守費用、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に削減する計画を

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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実施いたします。 

 このような対策を講じることにより、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。 
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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21年９月30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 400,954 1,085,788 

売掛金 1,439,684 1,631,429 

商品及び製品 794,783 749,214 

原材料及び貯蔵品 68,191 75,719 

前渡金 363,081 65,698 

未収還付法人税等 － 174,998 

未収消費税等 － 127,758 

その他 52,590 65,897 

流動資産合計 3,119,286 3,976,505 

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 234,186 296,119 

減価償却累計額 △199,207 △181,832 

有形固定資産合計 34,979 114,286 

無形固定資産   

ソフトウエア 815,726 870,882 

その他 474,337 559,581 

無形固定資産合計 1,290,063 1,430,464 

投資その他の資産 260,743 361,066 

固定資産合計 1,585,786 1,905,818 

繰延資産   

繰延資産合計 5,607 7,136 

資産合計 4,710,679 5,889,460 

負債の部   

流動負債   

買掛金 329,643 585,415 

短期借入金 159,274 850,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,196,192 928,592 

1年内償還予定の社債 180,000 240,000 

未払金 787,565 834,024 

未払法人税等 4,696 3,771 

返品調整引当金 534,338 409,384 

アフターサービス引当金 101,590 93,714 

本社移転損失引当金 48,850 － 

その他 73,984 252,330 

流動負債合計 3,416,134 4,197,234 

固定負債   

社債 100,000 150,000 

長期借入金 1,009,102 1,163,998 

その他 15,464 17,738 

固定負債合計 1,124,566 1,331,736 

負債合計 4,540,700 5,528,970 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30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 △3,212,474 △2,140,880 

株主資本合計 169,978 360,489 

純資産合計 169,978 360,489 

負債純資産合計 4,710,679 5,889,460 
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 6,499,082 3,267,082 

売上原価 3,020,361 1,659,452 

売上総利益 3,478,721 1,607,629 

返品調整引当金繰入額 461,585 534,338 

返品調整引当金戻入額 328,720 409,384 

差引売上総利益 3,345,856 1,482,675 

販売費及び一般管理費 3,135,887 2,381,688 

営業利益又は営業損失（△） 209,969 △899,012 

営業外収益   

受取利息 1,613 247 

受取手数料 466 － 

法人税等還付加算金 － 5,763 

還付消費税等 － 4,621 

その他 383 1,489 

営業外収益合計 2,464 12,121 

営業外費用   

支払利息 19,018 30,372 

株式上場費用 12,942 － 

株式交付費 － 5,132 

為替差損 9,479 2,282 

その他 5,329 5,377 

営業外費用合計 46,770 43,165 

経常利益又は経常損失（△） 165,663 △930,056 

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 10,693 

減損損失 － 75,261 

リース解約損 － 5,481 

本社移転損失引当金繰入額 － 48,850 

特別損失合計 72,005 140,285 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 213,004 △1,070,342 

法人税、住民税及び事業税 214,098 1,251 

法人税等調整額 △115,629 － 

法人税等合計 98,468 1,251 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114,536 △1,071,593 

9

ソースネクスト株式会社（4344）　平成22年3月期第2四半期決算短信（非連結）



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 

 至 平成21年９月30日) 

売上高 3,692,197 1,395,210 

売上原価 1,787,065 645,564 

売上総利益 1,905,131 749,646 

返品調整引当金繰入額 461,585 534,338 

返品調整引当金戻入額 199,930 437,816 

差引売上総利益 1,643,476 653,124 

販売費及び一般管理費 1,640,661 1,079,138 

営業利益又は営業損失（△） 2,815 △426,013 

営業外収益   

受取利息 1,613 246 

為替差益 13,002 4,440 

法人税等還付加算金 － 5,763 

還付消費税等 － 3,619 

その他 300 1,439 

営業外収益合計 14,917 15,509 

営業外費用   

支払利息 9,097 15,913 

株式交付費 － 5,132 

その他 3,680 4,021 

営業外費用合計 12,777 25,068 

経常利益又は経常損失（△） 4,955 △435,571 

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 144 10,693 

減損損失 － 74,757 

リース解約損 － 5,481 

本社移転損失引当金繰入額 － 48,850 

特別損失合計 71,833 139,781 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 52,469 △575,353 

法人税、住民税及び事業税 189,207 679 

法人税等調整額 △161,754 － 

法人税等合計 27,453 679 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 25,015 △576,032 
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該当事項はありません。 

  

当第２四半期累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30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。 

  

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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２四半期会計期間
末までの変動額

 新株の発行 ※ 440,541 440,541 ― 881,083

 四半期純損失(△) ― ― △1,071,593 △1,071,593

当第２四半期会計期間
末までの変動額合計

440,541 440,541 △1,071,593 △190,510

当第２四半期会計期間
末残高

1,771,226 1,611,226 △3,212,474 169,978
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