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1.  22年3月期の業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 6,428 △33.2 △838 ― △900 ― △1,065 ―

21年3月期 9,630 △27.3 △2,456 ― △2,521 ― △2,776 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △7,352.09 ― △396.9 △17.9 △13.0

21年3月期 △22,212.16 ― △156.3 △35.9 △25.5

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 4,188 176 4.2 1,111.26
21年3月期 5,889 360 6.1 2,883.45

（参考） 自己資本  22年3月期  176百万円 21年3月期  360百万円

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

22年3月期 △338 △309 △362 75
21年3月期 △843 △659 1,128 1,085

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
純資産配当

率第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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  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2四半期累計期間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 
累計期間

2,833 △13.3 148 ― 118 ― 103 ― 654.86

通期 6,013 △6.5 331 ― 271 ― 241 ― 1,521.49
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、28ページ「重要な会計方針」、32ページ「重要な会計方針の変更」をご覧ください。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、45ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 158,660株 21年3月期 125,020株

② 期末自己株式数 22年3月期 ―株 21年3月期 ―株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、
経営成績に関する定常的状況をご覧ください。 
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 ①全般的概況 

当期におけるわが国経済は、一部に回復の兆しが見えてきたものの、消費者の節約志向は依然として

高く、厳しい状況となりました。 

 当社を取り巻く環境におきましては、社団法人電子情報技術産業協会（JEITA）の発表によると、当

期のパソコン全体の出荷台数は前年比108.3％と、昨年から続いている低価格ノートパソコンの需要増

に加え、マイクロソフト社の新OS「Windows7」の発売に牽引され、好調に推移いたしました。 

 パソコンソフトウェアの店頭市場（※）におきましては、上半期（平成21年４月～９月）は前年比約

85％と落ち込んだものの、下半期は前年比約97％（平成21年10月～平成22年３月）と、回復傾向にあり

ます。 

 このような状況のもと、当社は以下の施策に注力して参りました。 

 ※全国有力量販店の販売実績を集計するGfK調べ パソコンソフト9分類 

  

イ) Windows7対応 

平成21年10月に発売されたマイクロソフト社の新OS「Windows7」の発売にあわせ、主力製品を中心

に「Windows7」対応を早急に進め、「Windows7」対応版の発売及び既存のユーザーに向けたアップグ

レード販売を推し進めました。特にウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」を中心とす

る「ZERO®」シリーズ製品につきましてては、「Windows7」へのアップグレードによる収益を確保す

るため、製品からの更新手続の簡易化、販売webページの改善に注力いたしました。その結果「ウイ

ルスセキュリティZERO®」の当期におけるアップグレードによる売上は３億19百万円となりました。 

  

ロ) 「ウイルスセキュリティZERO®」の品質向上 

更新料が０円という価格訴求だけでなく、「ウイルスセキュリティZERO®」の品質の高さを訴求す

るべく、各種認証の取得、検知率の向上に努めました。認証については、Checkmarkの認定（※1）、

ICSAの認定（※2）、TÜVの認定（※3）、ウイルスブリテン誌のVB100award（※4）を受賞するなど、

同製品は、検知率についても世界トップクラスを維持しております。 

     ※１「Checkmark」はセキュリティ製品の世界標準ともいうべき性能テストで、継続的なテストに合格している

間、ロゴの表示を許可されます。「ウイルスセキュリティ」は5つの認定を受けております。 

※２ ICSA（International Computer Security Association）は、セキュリティ製品に関する検証と認定を行な

う機関です。「ウイルスセキュリティ」はICSAの検証・認定を受け、Antivirusロゴを取得しております。 

※３「TÜV」はドイツ技術検査協会のことで、製品および機器の安全性・品質を認証する機関です。「ウイルス

セキュリティ」は、「TÜV」による検査に合格し、認証を受けております。 

※４ イギリスのウイルスブリテン社（Virus Bulletin Ltd）が発行するコンピュータウイルス対策技術専門誌

「ウイルスブリテン」誌において、「VB100 award」は世界2カ所以上で感染報告された一定のウイルスを検

知し、誤検知がない製品に授与されます。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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ハ) 超字幕シリーズの拡販 

第１四半期に、英語学習ソフト「超字幕®」シリーズを新たに市場投入いたしました。まったく新

しい英語学習ソフトとして、メディアにも広く取り上げられ、日経BP社「日経トレンディ」誌の

「2009年ヒット商品ベスト30」で16位に選ばれました。ハリウッドの映画配給会社であるパラマウン

ト デジタル エンターテイメント及びワーナー エンターテイメント ジャパン株式会社 ワーナー・

ブラザース デジタル・ディストリビューション、並びに世界 大のドキュメンタリーチャンネルで

あるディスカバリーチャンネルと提携したことにより、タイトル数は161タイトル（平成22年３月末

時点）まで拡充し、当期における「超字幕®」シリーズの売上高は６億17百万円となりました。 

  

ニ) 製造原価の低減 

平成21年3月期 に投入いたしましたパソコンソフトをUSBメモリに収録した「Uメモ®」シリーズの

出荷が、当初の想定を上回るペースで推移したことにより製造原価を増加させる要因となっておりま

した為、「Uメモ®」シリーズのタイトル数の絞込みを行ないました。また、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。これらの施策により、売上高は減少いたしましたが、売上総利益率は

54.2％（前期は42.8％）に改善いたしました。 

  

ホ) 販売費及び一般管理費の削減 

本社移転による地代家賃をはじめ、外部委託しているサポート業務及びITシステム維持管理等の業

務委託費、人件費、販売促進費、広告宣伝費等を中心に削減をしたことにより、販売費及び一般管理

費は43億25百万円（前年比34.2％減 ）と大幅に減少しました。 

  

 これらの施策により、当期の売上高は64億28百万円（前期比33.2％減）となりましたが、売上総利

益率の改善、販売費及び一般管理費の削減により、損益が大幅に改善し、当期下半期は黒字となりま

した。 

 
  

当期の売上高は64億28百万円（前期比33.2％減）、営業損失は８億38百万円（前年同期は営業損失

24億56百万円）、経常損失は９億円（前年同期は経常損失25億21百万円）、当期純損失は10億65百万

円（前年同期は当期純損失27億76百万円）となりました。 

平成21年３月期
下期

平成22年３月期
上期

平成22年３月期
下期

売上高 31億31百万円 32億67百万円 31億61百万円

売上総利益 ７億73百万円 14億82百万円 20億４百万円

売上総利益率 24.7％ 45.4％ 63.4％

販売費及び 
一般管理費

34億40百万円 23億81百万円 19億44百万円

営業利益 △26億66百万円 △8億99百万円 60百万円

経常利益 △26億87百万円 △9億30百万円 29百万円

当期純利益 △28億91百万円 △10億71百万円 ６百万円
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②販売チャネル別の状況 

イ) 店頭販売 

当販売チャネルでは、家電量販店および書店、大型スーパー、ホームセンター等において、個人ユ

ーザー向けの国内店頭市場の開拓・拡大を目的として、パッケージソフトウェア製品の販売活動を展

開しております。 

 当期は昨年度に引き続き「ウイルスセキュリティZERO®」の販売拡大に注力するとともに、第１四

半期に新たに市場投入した「超字幕®」シリーズの拡販等を行なったことにより、平成15年から７年

連続で販売本数シェア第１位（2009年ジーエフケー マーケティングサービス ジャパン調べ、全国有

力家電量販店の販売実績の集計結果に基づく）を獲得しております。 

 しかしながら前期から引き続く家電量販店の在庫圧縮に伴う返品増が上半期の業績に影響し、

「Windows7」発売前のソフトウェアの買い控えや競合他社の新製品発売の影響を受け、出荷が伸び悩

み、当販売チャネルの売上高は36億12百万円（前期比39.9％減）となりました。 

  

ロ) EC 

当販売チャネルでは、当社のwebサイトにソースネクストeSHOPを併設し、ソフトウェア製品のパッ

ケージ販売、ダウンロード販売及びパソコン関連機器を中心としたハードウェア等のインターネット

販売を行なっております。店頭市場や他社webサイト等で当社製品を購入した顧客が、当社webサイト

にてユーザー登録することにより、専用の「マイページ」の閲覧等が可能となり、また、この情報を

用いて、メールニュースの配信等「One-To-Oneマーケティング」を行なっております。平成22年3月

末時点のメールニュース購読者数は、292万人を超えております。 

 当期におきましては、マイクロソフト社の新OS「Windows7」の発売にあわせ、「ウイルスセキュリ

ティZERO®」や「筆王ZERO®」等の「Windows7」対応版へのアップグレードによる収益の確保、及び

「超字幕®」シリーズを中心とするダウンロード製品の販売に注力したことが奏功いたしました。し

かしながら、粗利率の低いハードウェアの仕入販売の縮小を図ったため、売上高は28億15百万円（前

期比22.1％減）となりました。 

  

③次期の見通し 

家電量販店を中心とする各小売店の在庫調整は収束しており、店頭向け出荷高は回復傾向にあると見

込んでおります。競合他社の影響を受け、「ウイルスセキュリティZERO®」の市場販売本数シェアが低

下していましたが、2010年３月よりイメージキャラクターとしてタレントのベッキーさんを起用し、プ

ロモーションを強化することで店頭実売の向上につなげて参ります。また、「ZERO®」シリーズの

「Windows7」対応版へのアップグレードによる更新料収益は次期も引き続き見込まれるため、ECの販売

割合が増え、売上総利益率の改善が図れる見込みです。 

 これらの施策により、平成23年３月期の業績予想につきましては、売上高60億13百万円、営業利益３

億31百万円、経常利益２億71百万円、当期純利益２億41百万円を見込んでおります。 
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 ①資産、負債及び純資産の状況 

当事業年度末の総資産額は、前事業年度末に比べ17億１百万円減少し、41億88百万円になりました。

流動資産は12億19百万円減少して、27億56百万円、固定資産は４億78百万円減少して、14億27百万円と

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10億10百万円、前渡金の増加２億29百万円、及び

未収還付法人税等の減少１億74百万円によるものです。 

 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。 

 当事業年度末の負債の合計は、15億17百万円減少して、40億11百万円となりました。主な要因は、長

期借入金の減少６億31百万円、短期借入金の減少５億37百万円によるものです。 

 当事業年度末の純資産は、１億84百万円減少して、１億76百万円となりました。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、当期純損失10

億65百万円によるものです。 

②キャッシュ・フローの状況 

当事業年度末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ10億10百万円減少し、75百万円と

なりました。 

 当事業年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、３億38百万円の支出(前事業年度は８億43百万円の支出)とな

りました。 

 主な要因は、税引前当期純損失10億62百万円、減価償却費等非資金項目の加算８億26百万円、前渡金

の増加２億29百万円であります。 

（投資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・フローは、３億９百万円の支出(前事業年度は６億59百万円の支出)とな

りました。 

 主な要因は、ソフトウェアの取得による支出３億83百万円であります。 

（財務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・フローは、３億62百万円の支出(前事業年度は11億28百万円の収入)とな

りました。主な要因は、長期借入金の返済による支出10億60百万円、新株の発行による収入８億75百万

円であります。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
自己資本比率：自己資本／総資産 
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業活動によるキャッシュ・フロー 
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業活動によるキャッシュ・フロー／利払い 
※平成21年３月期及び平成22年３月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオ

については、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため記載しておりません。 

  

当社は、将来にわたり業績の向上を図ることが企業価値を高め、株主の皆様のご期待に応えることに

つながると考えており、業績、配当性向および中長期の企業成長に必要な投資額などを総合的に考慮し

て、利益配分を行なっていくことを基本方針としております。 

 しかしながら、当期は32億24百万円の繰越損失が生じております。業績の回復に全力を注ぐと共に、

中長期的な成長を支える基盤を立て直していくため、当期につきましては、無配を予定しております。

また、次期の配当につきましても、業績予想に基づき無配を予定しております。 

  

以下において、当社の事業展開等に関し、リスク要因となる可能性があると考えられる主な事項なら

びにその他の重要と考えられる事項を記載しております。当社は、これらのリスク発生の可能性を認識

した上で、発生の回避および発生した場合の対応に努める方針でおりますが、当社株式に関する投資判

断は、本項および本書中の本項以外の記載内容もあわせて、慎重に検討した上で行なわれる必要がある

と考えております。なお、本文における将来に関する事項は、本書提出日現在において当社が判断した

ものであります。 

  

①経営成績について 

イ．売上高の推移について 

当社は設立以来、平成８年12月のハードディスク加速ユーティリティソフト「驚速®95」、平成９年

６月のタイピング練習ソフト「特打®」、平成10年12月の携帯電話メモリ編集ソフト「携快電話®」、平

成15年11月のウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティ2004」、平成16年３月のPDF作成ソフト「い

きなり®PDF」、平成18年７月の更新料無料のウイルス対策ソフト「ウイルスセキュリティZERO®」、平

成19年９月発売の年賀状作成ソフト「筆王ZERO®」、平成20年９月の「Uメモ®」シリーズ、平成21年６

月の「超字幕®」シリーズ等、新製品の発売が売上高に大きく貢献してまいりました。また、平成22年

４月にはiPhoneアプリ事業にも参入しております。今後も新製品の発売を計画しておりますが、技術開

発、ライセンス取得の不調等により、新製品の販売開始時期の遅延または中止が生じ、四半期別の経営

成績が大きく変動する可能性があります。また、当社製品に対するエンドユーザーの需要動向の変化、

平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） 10.9 32.7 39.2 6.1 4.2

時価ベースの自己資本比率
（％）

- 312.5 176.5 42.0 130.7

キャッシュ・フロー対有利子 
負債比率（％）

945.4 414.6 87.0 - -

インタレスト・カバレッジ・ 
レシオ（倍）

6.0 10.7 46.1 - -

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク
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家電量販店を中心とする各小売店の在庫戦略等の変化によっては、現時点において当社が想定する売

上の見通しに相違が生じる可能性があります。 

ロ．当社が推進する「ZERO戦略」について 

当社は平成18年７月に年間更新料のかからない「ウイルスセキュリティZERO®」を発売しておりま

す。「ZERO®」モデルはOS更新型モデルを採用しており、OSのサポート期間までバージョンアップを無

料で行なうため、想定を超えるアフターコストが発生した場合は、利益にマイナスの影響を及ぼす可能

性があります。 

 また、新OS「Windows7」が発売され、新OSへ対応するための更新料収入を見込んでありますが、競合

他社の状況等によっては、当社の見込み通りに推移しない可能性があります。 

ハ． 近5事業年度の業績の変動要因について 

当社の 近５事業年度の業績は、売上高、経常損益ならびに当期純損益に大きな変動が生じておりま

す。各事業年度の損益の主な変動要因は、以下のとおりです。 

  

 
  

②特定の取引先等への依存について 

イ．特定業務委託先への依存について 

当社は、開発業務、生産及び物流業務、顧客サポート業務等について、特定の第三者に委託して

おります。業務委託先のサービス内容の維持に関しては、委託業務の進捗管理、品質管理、コスト

管理等の業務管理を徹底することで対応しておりますが、管理方法が間接的であるため十分に行な

えない可能性があります。既存の業務委託先との契約関係は今後も維持できると考えております

平成18年3月期

「説明扉付きスリムパッケージ」をほぼ全製品に採用し、店頭においてもパッケージの

入れ替えがおおむね完了したことにより、店舗における顧客への訴求力が向上いたしま

した。また、ウイルスセキュリティのユーザー数が増加し、年間更新による継続料収入

が拡大したことや、前事業年度より本格的に開始したゲームソフトのタイトル数拡大な

どにより売上高は伸び、経常利益、当期純利益を計上することができました。

平成19年3月期

平成18年７月に、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対策ソフト

「ウイルスセキュリティZERO®」を発売したこと等により、売上高は伸び、経常利益、

当期純利益を計上することができました。

平成20年3月期

平成19年９月に、毎年の干支素材や郵便番号・住所データ等が無料でアップデートでき

る新しいビジネスモデルの年賀状作成ソフト「筆王ZERO®」を販売開始したこと等によ

り、店頭市場を中心として売上高が拡大し、経常利益、当期純利益を計上することがで

きました。

平成21年3月期

平成20年８月にパソコンソフトウェアをUSBメモリに収録した「Uメモ®」シリーズを発

売したこと等により、店頭実売状況は前事業年度と比較して好調に推移したものの、金

融収縮の影響により、家電量販店をはじめとする各小売店の在庫調整が急速に進み、当

社の出荷が伸び悩みました。またUSBメモリを採用したことに伴い製造原価等の増加も

あり、売上高が減少し、経常損失、当期純損失が発生いたしました。

平成22年3月期

平成21年６月にハリウッド映画を全編収録した英語学習ソフト「超字幕®」シリーズを

発売し、日経BP社「日経トレンディ」誌の「2009年ヒット商品ベスト30」で16位に選ば

れるなどメディアでも話題となりましたが、家電量販店をはじめとする各小売店の在庫

調整が前期に引き続き上期に影響したこと、競合他社の製品の影響を受け、店頭実売実

績が下がったこと等により、売上高が減少し、経常損失、当期純損失が発生いたしまし

た。
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が、現状の契約関係を維持できなくなった場合、委託業務に係る費用が上昇した場合には、当社

の事業運営や業績に影響を与える可能性があります。 
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a. 開発業務の他社への依存について 

当社パッケージソフト製品のプログラム開発は、他社の開発力に依存している部分があります。

当社では、開発期間が短く、かつ、高い品質を確保できる開発委託先を選定しておりますが、これ

らの要求を満たすことのできる開発委託先は限定されております。また、各開発委託先により技術

的な得意領域が異なっており、これをうまく組合せることにより製品化することも重要です。当社

では、今後も開発委託先との関係強化や当社の要求を満たすことのできる新たな開発委託先の確保

に努める所存ですが、現状のような開発委託先の確保や組合せができなかった場合には、当社の製

品開発体制や業績に影響を与える可能性があります。 

ｂ．生産及び物流業務の他社への依存について 

平成22年３月期における当社パッケージソフトの製品パッケージ等の生産及び物流業務について

は、株式会社新進商会、東京電化株式会社、株式会社イーサプライズ、株式会社つくるの４社に委

託しております。当該業務の委託先の切替えは可能と考えておりますが、切替えには一定の期間と

コストを要します。このため、当社では、新たな委託先の確保と育成を行なうべく努力しておりま

す。このような努力にもかかわらず、現在の委託先が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加

が発生し代替先の確保が図れなかった場合には、当社の業務運営や業績に影響を与える可能性があ

ります。 

ｃ．顧客サポート業務の他社への依存について 

当社では、顧客サポートサービスとして、当社製品の使用方法や不具合に関する問合せを専用ダ

イヤルによる電話及び電子メールで受け付けております。このような顧客サポート業務に関して

は、顧客対応ノウハウや製品に関する知識等が要求されます。また製品数が増加するにつれて、こ

のような顧客サポート業務は増加する傾向にあります。  

 万一の場合、当該業務の委託先の切替えは可能と考えておりますが、切替えには一定の期間とコ

ストを要します。従って、現在の委託先が受託しきれないほどの急激な委託業務の追加が発生し代

替先の確保が図れなかった場合には、当社の業務運営や業績に影響を与える可能性があります。 

ロ．特定業務委託先における機密情報漏洩・個人情報漏洩の危険性について 

当社では機密情報を取扱う業務については、信頼のおける業務委託先を選定したうえで、秘密保

持契約を締結しておりますが、情報管理の徹底にもかかわらず、万一、業務委託先において機密情

報の漏洩や不正使用等が発生した場合には、当社の信用の失墜によって当社の事業運営や業績に影

響を与える可能性があります。 また、顧客サポートや商品発送業務等、ユーザー情報（個人情

報）を業務委託先に預託して運営する業務については、原則としてプライバシーマーク認証を受け

た業務委託先を選定したうえで、定期的に当社にて業務委託先のセキュリティ監査を実施するなど

個人情報が漏洩しないような厳重な体制をとっております。ただし情報管理の徹底にもかかわら

ず、万一、業務委託先において個人情報の漏洩が発生した場合には、当社への損害賠償請求や当社

に対する信用の低下等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 
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③生産及び販売について 

イ．返品及び在庫について 

当社は、契約書上に定める一定範囲において、家電量販店をはじめとする各小売店、流通代理店

等より、一定の条件で当社製品の返品を受け入れております。当社では、実売状況の把握や適正出

荷に努めておりますが、技術革新やバージョンアップ等により製品が陳腐化した場合には、大量の

返品が発生する可能性があります。また、家電量販店をはじめとする各小売店、流通代理店等の在

庫水準の方針転換等がなされた場合は、予想以上の返品が発生する可能性があります。なお、期末

日後の返品による損失に備えるため、平成13年３月期より、過去の返品実績に基づき返品調整引当

金を計上しておりますが、当初の見積もりを超える返品を受け入れた場合には、返品調整引当金の

金額が積み増され、当社の業績に影響を与える可能性があります。また、当社では返品された製品

を含む自社製品の在庫について、適正水準の維持に努めておりますが、製品陳腐化等により損失が

発生する可能性があり、かかる自体が発生した場合には当社の業績に影響を与える可能性がありま

す。 

ロ．企業イメージ及び製品イメージの重要性について 

個人向けのパソコン用パッケージソフト市場においては、企業イメージおよび製品イメージが重

要であり、効果的な広告宣伝や顧客サポートの充実が必要であると考えております。従って、製品

の不具合や瑕疵が発生した場合または現時点においては予期し得ないユーザーからの訴訟やクレー

ム等が提起された場合には、当社の企業イメージおよび製品イメージが低下し、当社の業績に影響

を与える可能性があります。 

ハ． マーケティングの重要性について 

個人向けのパソコン用パッケージソフト市場においては、個人消費に対するマーケティング活動

が極めて重要であると考えております。当社のマーケティング手法の特徴としては、以下のような

ものがあります。 

a. パッケージデザイン 

当社は、パッケージデザインを店頭のマーケティング手法として非常に重視しております。パッ

ケージデザインは内製化されており、パッケージデザインを中心として、統一的にチラシ、広告、

販促品、webのデザイン等を決定しております。当社では、マーケティングに効果的なパッケージ

デザインを制作できる優秀なデザイナーの確保が重要と考え注力しておりますが、優秀な人材を引

き続き確保できない場合には、当社のマーケティング活動に支障が生じ、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

b. 店頭市場での大型展開 

当社では、当社製品の店頭露出の向上を重要なマーケティング手法の一つと考えており、家電量

販店等、小売店の店頭における当社製品の特設コーナー設置等に努めております。当社では、小売

店の店頭スペースを利用したマーケティングには一定の効果があるものと考えておりますが、当社

が想定する効果を得られる保証はなく、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

c. ブランド資産と顧客資産 

当社は、テレビコマーシャルや雑誌広告等の広告宣伝を効果的に活用することによりパソコンソ

フトウェアメーカーとしてのブランドの確立に努めてまいりました。こうした広告を入り口とし

て、多数のラインアップを取り扱うことにより様々な消費者の囲い込みを実施しており、当社の登
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録顧客ユーザーは平成22年３月末時点で645万人を超えております。 

 当社では、これら無形資産であるブランド資産や顧客資産の活用により、より有利なマーケティ

ング展開が望めるものと考えておりますが、当社が実施するマーケティング活動が想定する効果を

得られる保証はありません。また、平成22年３月期における当社の広告宣伝費は１億60百万円、販

売促進費は６億80百万円であり、当社では、これらの支出が当社業績の向上に寄与するものと考え

ておりますが、当社が想定する効果を得られる保証はなく、また、想定する効果を得られなかった

場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

④知的財産権について 

イ．第三者の権利使用について 

当社がすべての著作権を保有している製品以外に、プログラム、キャラクター等の全部または一

部について、第三者からライセンスを受けた製品があります。  

 通常ライセンス契約や販売契約には有効期限があるため、契約期間終了後においても当社が引き

続きライセンスや販売権を付与される保証はありません。また、当該契約の更新時において、ロイ

ヤリティーが増加すること等の理由により当社自らの判断で当該契約の更新を行わない場合もあり

ます。このような場合には、当該契約を前提としていた開発計画や販売計画が変更または中止とな

る可能性があり、当社の業績に影響を与える可能性があります。なお、当社ではライセンスの取得

に際し、ロイヤリティーを販売数量に応じて支払う完全従量料金化を推進しておりますが、 低保

証料の名目で一定金額のロイヤリティーを販売に先立って支払う場合があります。このような場合

には、ロイヤリティーの支払い時に当該金額を前渡金として資産計上し、見込販売数量に基づき償

却しております。従って、当社の見込販売数量と実際の販売数量との間に大幅な差異が生じた場合

には、追加償却による損失が発生し、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

ロ．知的財産権の確保について 

当社では知的財産権の確保に努めております。研究開発の成果である特許権については、「携快

電話®」のUSBコードにて携帯電話を充電できる機能（USB cable and method for charging 

battery of external apparatus by using USB cable）、タイピングの初心者が楽しみながらキー

ボードを見ずに指のポジショニングを学べる教育メソッド（「特打メソッド」）などが日本国内及

び米国において特許権を取得済であります。  

 当社が販売する製品の名称につきましては、そのほとんどについて商標登録を行なっておりま

す。他社製品との識別性を高めること、広告宣伝などのマーケティング施策の有効性を高めるとい

う観点から商標権の重要性は非常に高いと認識しております。  

 これ以外の技術や当社ビジネスモデルについても、特許権、実用新案権、商標権、著作権等での

保護が必要であり、それらの対象となる可能性があるものについては取得を目指しておりますが、

必ずしもかかる権利を取得できる保証はありません。当社の技術、ノウハウ等が特許権等として保

護されず他社に先んじられた場合には、当社製品の開発や販売に支障が生じ、当社の業績に影響を

与える可能性があります。  
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ハ．他者の知的財産権の侵害について 

当社では製品名称については商標調査、製品の機能やデザイン等については特許・意匠調査を、顧

問弁護士・弁理士など専門家の助言を得ながら実施し、他者の権利侵害とならないようチェックする

体制を敷いております。現在において当社製品による第三者の知的財産権の侵害は存在していないと

認識しておりますが、今後も知的財産権の侵害を理由とする訴訟やクレームが提起されないという保

証はなく、かかる事態が発生した場合には、当社への損害賠償請求や当社に対する信用の低下並びに

製品の販売中止等により、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑤関連法規制について 

当社は販売方法の一つとして、インターネットを通じた消費者に対する直接販売を行なっておりま

す。それに伴い「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」、「消費者契約法」、「特定商取引に関す

る法律」、「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」及び「特定電子メー

ルの送信の適正化等に関する法律」の適用があります。  

 現在、日本国内のインターネット及び電子商取引を取り巻く法的環境は、インターネットの歴史が浅

く、インターネットのみを対象とした法令等の規制は限定的であるため、主として他の一般の規制を準

用するものとなっております。今後はインターネットに関わる法規制等が整備されていくものと予想さ

れます。将来的にインターネット利用者、関連業者を対象とした法規制等が制定された場合、当社事業

の一部業務において制約を受ける可能性があります。 

  

⑥個人情報保護について 

当社は、サービスの提供にあたり会員情報やクレジットカード情報等の個人情報を取得し、利用して

いるため、「個人情報の保護に関する法律」（平成15年５月30日施行）が定める個人情報保護の義務が

課されております。個人情報については、個人情報責任者を任命し、個人情報保護方針、個人情報保護

規程およびその他ガイドラインを制定し、個人情報の取り扱いに関する業務フローを極めて厳格に管理

しております。また、全社横断的にセキュリティ委員会を設置し、個人情報のみならず、情報管理全体

において、全社員を対象として社内教育を充実させ、社内の意識を高めるよう努めております。 

特に個人情報の取り扱いが多い自社webサイトシステム、および関連部署を中心として、セキュリティ

対策を強化しており、第三者機関による審査を受け、「ISO27001」（注）の認証を受けております。 

しかしながら、個人情報の流出等の重大なトラブルが発生した場合には、当社への損害賠償請求や当社

に対する信用の低下等により、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。 

（注）「ISO27001」は、個人情報を含む情報資産全体を保護し、利害関係者の信頼を得るセキュリティ

体制の確保を目的とする第三者適合性評価制度の基準となる規格です。  
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⑦ソフトウェア関連業界の動向について 

イ．個人向けのパソコン販売台数等の影響について 

当社製品は個人向けパソコン用パッケージソフトの比率が高いため、個人消費やパソコンの普及

状況、特に個人向けのパソコン販売台数の動向に大きな影響を受けます。従って、個人向けのパソ

コン販売台数の伸び悩み、および個人消費の冷え込みがみられた場合、当社の業績に影響を与える

可能性があります。 

ロ．OSの動向について 

パソコン用パッケージソフトは、OSとアプリケーションソフトに区分できますが、当社製品の大

部分はアプリケーションソフトであり、その大部分はマイクロソフト社のOS「Windows」を前提と

しているため、「Windows」のバージョンアップに伴って新規需要の発生及び発売前の買い控えが

起こり、業績が変動する可能性があります。また、代替OS等の登場により、現在OS市場において圧

倒的なシェアを占める「Windows」のシェアが低下する場合には、当社の事業及び業績に影響を与

える可能性があります。 

 また、当社の「ZERO」シリーズは、年間の更新料はかからず、OSのバージョンが変更となった際

に更新料が発生するというモデルのソフトウェアですが、「Windows」のバージョンアップ時に既

存ユーザーの更新率が伸び悩んだ場合、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

ハ．製品技術の革新の早さについて 

パソコン用パッケージソフトは、パソコン、OS、携帯電話、スマートフォン、webサービス等の

技術革新のスピードが速いため、絶えず技術開発と機能強化に努め、他社に先駆けて、新規製品や

バージョンアップ版を投入する必要があります。今後も技術革新のスピードが衰えることはないと

推測されるため、当社製品の機能が陳腐化した場合や、技術開発およびライセンス取得の努力にも

かかわらず当社の技術革新への対応に遅れが生じた場合には、当社の業績に影響を与える可能性が

あります。 

ニ．販売ルート及び販売形態の多様化について 

当社は、インターネットの普及やブロードバンド化による消費スタイルの変化に対応するため

に、店頭販売だけでなく、EC事業や法人販売等、販路の多様化に取り組んでおります。特にEC事業

ルートを通じた売上の比率は平成22年３月期で全体売上の43.9％となっております。また平成22年

4月には急速に普及するiPhoneに対応したアプリケーションも提供開始し、今後さらに販売ルート

は増える可能性があります。ソフトウェアをタイムリーに購入・使用することができるEC関連事業

については引き続き注力して参りますが、このような販路や販売方法の多様化が、当社が想定する

効果を得られない場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 
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ホ．競争が激しいことについて 

パソコン用パッケージソフト市場は競争が激しく、短期間で他社製品にシェアを奪われる可能性

があります。市場競争力を維持するためには、常に既存製品をバージョンアップし市場対応を行う

こと、新規性の強い製品や差別化された製品を企画開発し、市場創造や市場細分化による利益追求

を行うこと、プロモーションが重要です。当社の主要製品の１つである、「ウイルスセキュリテ

ィ」シリーズは競争が激しい分野であり、平成18年７月より更新料のかからないOS対応型の「ウイ

ルスセキュリティZERO®」を発売することで新しい市場、他社との差別化を図りました。しかしな

がら、当社が既存製品の市場対応または新製品による市場創造もしくは市場細分化を適切に行うこ

とができなかった場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

 また、個人向けパソコン用パッケージソフトの販売価格は、当社が業界に先駆けて税込1,980円

から4,980円を中心とした低価格帯の製品を発売しておりますが、この価格体系に追随する企業も

あり、今後パソコンソフトウェアメーカー間または家電量販店をはじめとする各小売店間の競争激

化等により製品単価が下落する可能性があります。将来、このような価格競争により当社製品の販

売価格の引き下げを余儀なくされた場合には、当社の業績に影響を与える可能性があります。 

  

⑧管理体制について 

イ．内部管理体制について 

当社は、取締役及び監査役計８名、従業員93名(平成22年3月末日現在。うち７名は臨時従業員と

なります)の組織であり、管理体制も現状の組織規模に応じたものとなっております。今後の事業

拡大と業務量の増加に備え、人員の増強と管理体制の一層の増強を図る方針であります。しかし、

人員の確保及び育成並びに管理体制の強化が順調に進まなかった場合は、適切な組織対応ができ

ず、業務に支障をきたす可能性があります。 

ロ．人材の確保について 

当社の競争力は、製品の企画及びマーケティングに依存しております。今後とも継続的な成長を

維持するためには、優秀な企画要員及びマーケティング要員の確保並びに育成が重要となります。

しかし、このような人材の確保は、労働市場における人材そのものの希少価値が高いため、困難な

状況にあります。また、比較的小規模な組織であるために人材育成体制が十分ではない可能性があ

ります。従って、今後とも人材確保及び育成を経営における重要課題の一つと捉えて努力して参り

ますが、市場の早い変化に対して人材確保と育成強化が遅れた場合には、当社の業績に影響を与え

る可能性があります。 

  

⑨ストックオプション制度について 

当社はストックオプション制度を採用しております。同制度によって付与された新株引受権が行使さ

れた場合、１株当たりの株式価値の稀薄化が生じることになります。また、新株引受権の行使状況が、

株価形成へ影響を与える可能性もあります。 
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（疑義を生じさせるような事象） 

 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、当期８

億38百万円と連続して営業損失を計上しております。 

 したがって、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が、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。 

  

（対応策） 

 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。それに伴い、新製品の開発投資は増加することが予想

され、また借入金の返済等が資金繰りに与える影響も大きいため、費用削減は喫緊の課題として取り組

んでおります。当期においては、昨年11月に本社移転を行うとともに、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、ITシステム維持管理費用、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な削減を実施しており、そ

の結果、当第４四半期は、営業損益、経常損益、当期純損益ともに若干の赤字であるものの、当下期は

営業損益、経常損益、当期純損益ともに黒字化しております。今後も、より一層の収益の拡大及び費用

削減を行ない、経常的な黒字化に取り組んで参る所存でございます。 

 さらに、平成22年5月における株式譲渡により、楽天株式会社の持分法適用会社になったことによ

り、業務提携等による経営面での協力関係も考慮し、経営計画を策定しております。 

 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。 

  

 近の有価証券報告書（平成21年６月19日提出）における、「事業系統図（事業の内容）」及び「関

係会社の状況」から重要な変更がないため掲示を省略しております。  

(5) 継続企業の前提に関する重要事象等

2. 企業集団の状況
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当社は、ソースネクストという社名に「次の常識をつくる」という意味を込め、パソコンソフトウェ

アを企画・開発・販売する会社として平成８年に設立されました。世界中の人々に「喜び」と「感動」

を広げることにより世界一エキサイティングな企業になることを企業理念としております。そのために

「ソフトでわくわく」をスローガンに掲げ、暮らしや仕事に役立つパソコンソフトおよびパソコンソフ

ト以外のアプリケーションを誰でも、どこでも手軽に買えるようにするコモディティ（日常生活用品）

化を推進し、ソフト市場の新たな創出を目指しております。 

  

当社は、パソコンソフトウェア業界のマーケットリーダーとして、付加価値の高い製品を提供してい

くことによりパソコンソフトウェア市場の更なる拡大を牽引していく所存です。従いまして、当該方針

において当社が重視する経営指標は、①売上高、②経常利益、③売上高経常利益率です。 

  

現在当社は、市場規模が大きく今後の成長が見込まれるセキュリティ市場に注力し、「ウイルスセキ

ュリティZERO®」の認知度・信頼性の向上によるシェアの拡大を目指しております。また、急速に普及

しているiPhone、iPad、Android端末等、デバイスの広がりに対応するため、パソコンソフト以外のア

プリケーションにも参入し、パソコンソフトとその他のアプリケーションを連携させることで、ソフト

ウェア市場全体の活性化を図っております。また、英語学習ソフト「超字幕®」シリーズに代表される

学習コンテンツについても、さらなる拡充を図り学習ソフト市場を活性化して参ります。オリジナリテ

ィのあるソフトウェアの開発、および多様な供給形態への対応を通して、世界市場への展開を目指す方

針であります。 

  

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・高性能化、デジタル家電

の普及、携帯電話の高性能化などの要因により、今後より一層の事業拡大が予想されます。これに伴

い、競争激化の可能性もあります。このような環境のもと、当社は新たな市場を創造するため、以下の

課題に対処して参ります。 

  

①販売チャネルの拡大と店舗内展開の拡大 

当社は平成15年以来、販売チャネルの拡大を推し進めており、これまでの家電量販店から、書店、

コンビニエンスストア、大型スーパー、ホームセンター、文具店、カメラ専門店、大学生協など新規

に製品を展開して参りました。また既存展開店舗である家電量販店においても、パソコンソフトウェ

アコーナーだけでなく、パソコン本体コーナーでも展開を行なうなど、売場の拡大を推進しておりま

す。今後はiPhone等のパソコン以外のデバイスに対応したソフトウェアの提供により、さらに販売チ

ャネルを拡大して参ります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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② 新製品の企画・開発 

平成21年6月に投入した英語学習ソフト「超字幕®」シリーズのラインアップを引き続き拡大して参

ります。またiPhone等のパソコン以外のデバイスに対応したソフトウェアの企画・開発を推進して参

ります。自社で著作権を保有するソフトウェアの拡大につきましては、品質、コスト、開発期間のバ

ランスに留意し、国内外の複数の開発会社と提携を行ないながら、有力ジャンルの製品開発を平行し

て進めて参ります。 

③ユーザー層の拡大 

当社の売上の多くは国内のコンシューマ向け店頭パッケージ販売によるものであります。同チャネ

ルにつきましては、長期的なブランド形成という観点からも、引き続き非常に重要と考えておりま

す。同時に、ECルート、法人向け販売、海外での販売などをはじめとして、他社と協業することで新

しい販売チャネルを構築していくことも必要であると認識しております。ユーザー層の拡大を目指

し、こうした提携を積極的に進めていく所存であります。 

④収益力の向上 

売上の拡大と同時に継続的かつ効果的なコスト管理を実施することが必要であると認識いたしてお

ります。当社は、引き続き全社的な予算実績管理を徹底し、原価削減及び効果的な販管費の支出を行

い、一層の収益力の向上を図っていく所存であります。 

  

特にありません。 

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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４【財務諸表等】 
(1)貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,085,788 75,258

売掛金 1,631,429 ※2  1,666,295

商品及び製品 749,214 583,020

原材料及び貯蔵品 75,719 46,441

前渡金 65,698 295,325

前払費用 53,773 83,040

未収還付法人税等 174,998 －

未収消費税等 127,758 －

その他 12,123 7,325

流動資産合計 3,976,505 2,756,706

固定資産   

有形固定資産   

建物 191,268 79,417

減価償却累計額 △121,051 △6,670

建物（純額） 70,216 72,747

工具、器具及び備品 84,823 72,331

減価償却累計額 △58,862 △55,791

工具、器具及び備品（純額） 25,960 16,540

リース資産 20,028 20,028

減価償却累計額 △1,919 △5,924

リース資産（純額） 18,109 14,103

有形固定資産合計 114,286 103,391

無形固定資産   

のれん 9,866 6,156

商標権 545,082 ※2  378,794

ソフトウエア 870,882 716,454

ソフトウエア仮勘定 － 18,480

リース資産 2,265 1,771

電話加入権 2,367 2,367

無形固定資産合計 1,430,464 1,124,023

投資その他の資産   

関係会社出資金 ※5  61,065 61,065

敷金及び保証金 200,001 138,755

長期性預金 100,000 －

投資その他の資産合計 361,066 199,820

固定資産合計 1,905,818 1,427,236

繰延資産   

社債発行費 7,136 4,077
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

繰延資産合計 7,136 4,077

資産合計 5,889,460 4,188,020

負債の部   

流動負債   

買掛金 585,415 577,168

短期借入金 ※4  850,000 ※１, ※2  312,214

1年内返済予定の長期借入金 ※2, ※4  928,592 ※2, ※3  1,100,166

1年内償還予定の社債 240,000 100,000

リース債務 4,388 4,605

未払金 834,024 573,454

未払費用 10,337 11,556

未払法人税等 3,771 8,003

未払消費税等 － 54,665

前受金 192,546 55,510

預り金 9,131 11,511

前受収益 32,114 23,758

返品調整引当金 409,384 501,315

アフターサービス引当金 93,714 79,227

その他 3,813 3,252

流動負債合計 4,197,234 3,416,408

固定負債   

社債 150,000 50,000

長期借入金 ※2, ※4  1,163,998 ※2, ※3  532,166

リース債務 17,738 13,133

固定負債合計 1,331,736 595,299

負債合計 5,528,970 4,011,708

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,330,685 1,771,226

資本剰余金   

資本準備金 1,170,685 1,611,226

資本剰余金合計 1,170,685 1,611,226

利益剰余金   

利益準備金 18,200 18,200

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △2,159,080 △3,224,341

利益剰余金合計 △2,140,880 △3,206,141

株主資本合計 360,489 176,311

純資産合計 360,489 176,311

負債純資産合計 5,889,460 4,188,020
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(2)損益計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 9,630,426 6,428,669

売上原価   

製品期首たな卸高 927,942 749,214

当期製品仕入高 ※2  3,802,871 ※2  1,592,017

支払ロイヤリティー 860,056 730,815

ソフトウエア償却費 427,824 289,509

アフターサービス費 170,524 75,615

合計 6,189,220 3,437,172

他勘定振替高 ※3  9,803 ※3  4,407

製品期末たな卸高 749,214 583,020

製品売上原価 ※1  5,430,201 ※1  2,849,744

売上総利益 4,200,224 3,578,924

返品調整引当金繰入額 409,384 501,315

返品調整引当金戻入額 328,720 409,384

差引売上総利益 4,119,561 3,486,993

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 241,807 160,660

販売促進費 1,440,689 680,898

役員報酬 109,056 81,814

給料 528,981 501,604

減価償却費 227,606 203,668

商標権償却費 165,981 166,287

業務委託費 2,024,080 1,260,279

支払報酬 139,437 131,203

地代家賃 291,573 201,402

その他 ※4  1,407,129 ※4  938,104

販売費及び一般管理費合計 6,576,344 4,325,923

営業損失（△） △2,456,783 △838,930

営業外収益   

受取利息 2,403 334

受取手数料 466 －

法人税等還付加算金 － 5,764

還付消費税等 － 4,621

違約金収入 － 1,419

その他 809 563

営業外収益合計 3,679 12,702
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 38,148 52,954

社債利息 5,761 2,847

社債発行費償却 3,058 3,058

為替差損 3,428 1,502

株式上場費用 12,942 －

株式交付費 － 5,132

借入財務手数料 1,214 －

その他 4,013 9,058

営業外費用合計 68,567 74,554

経常損失（△） △2,521,671 △900,781

特別利益   

訴訟関係未払金戻入益 ※7  87,390 －

前期損益修正益 ※8  40,137 －

特別利益合計 127,527 －

特別損失   

前期損益修正損 ※9  81,292 －

固定資産除却損 ※5  2,672 ※5  10,693

減損損失 ※6  1,101 ※6  78,562

本社移転損失 － 67,312

リース解約損 － 5,481

特別損失合計 85,066 162,049

税引前当期純損失（△） △2,479,209 △1,062,831

法人税、住民税及び事業税 3,267 2,429

法人税等調整額 294,487 －

法人税等合計 297,754 2,429

当期純損失（△） △2,776,963 △1,065,260
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(3)株主資本等変動計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,330,685 1,330,685

当期変動額   

新株の発行 － 440,541

当期変動額合計 － 440,541

当期末残高 1,330,685 1,771,226

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,170,685 1,170,685

当期変動額   

新株の発行 － 440,541

当期変動額合計 － 440,541

当期末残高 1,170,685 1,611,226

資本剰余金合計   

前期末残高 1,170,685 1,170,685

当期変動額   

新株の発行 － 440,541

当期変動額合計 － 440,541

当期末残高 1,170,685 1,611,226

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 18,200 18,200

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 18,200 18,200

その他利益剰余金   

プログラム等準備金   

前期末残高 48,154 －

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 △48,154 －

当期変動額合計 △48,154 －

当期末残高 － －

繰越利益剰余金   

前期末残高 632,238 △2,159,080

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 48,154 －

剰余金の配当 △62,510 －

当期純損失（△） △2,776,963 △1,065,260

当期変動額合計 △2,791,319 △1,065,260
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日) 

当期末残高 △2,159,080 △3,224,341

利益剰余金合計   

前期末残高 698,593 △2,140,880

当期変動額   

プログラム等準備金の取崩 －  

剰余金の配当 △62,510 －

当期純損失（△） △2,776,963 △1,065,260

当期変動額合計 △2,839,473 △1,065,260

当期末残高 △2,140,880 △3,206,141

株主資本合計   

前期末残高 3,199,963 360,489

当期変動額   

剰余金の配当 △62,510 －

新株の発行 － 881,083

当期純損失（△） △2,776,963 △1,065,260

当期変動額合計 △2,839,473 △184,177

当期末残高 360,489 176,311

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △6,025 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,025 －

当期変動額合計 6,025 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △6,025 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,025 －

当期変動額合計 6,025 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 3,193,937 360,489

当期変動額   

剰余金の配当 △62,510 －

新株の発行 － 881,083

当期純損失（△） △2,776,963 △1,065,260

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 6,025 －

当期変動額合計 △2,833,448 △184,177

当期末残高 360,489 176,311
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(4)キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純損失（△） △2,479,209 △1,062,831

減価償却費 227,606 203,668

ソフトウエア償却費 427,824 289,509

商標権償却費 165,981 166,287

賞与引当金の増減額（△は減少） △12,436 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） 80,663 91,931

アフターサービス引当金の増減額（△は減少) 71,879 △14,487

受取利息 △2,403 △334

支払利息及び社債利息 43,909 55,801

借入財務手数料 1,214 －

固定資産除却損 2,672 10,693

減損損失 1,101 78,562

売上債権の増減額（△は増加） 1,237,213 △34,866

たな卸資産の増減額（△は増加） 177,991 195,472

前渡金の増減額（△は増加） 202,013 △229,627

株式交付費 － 5,132

仕入債務の増減額（△は減少） △279,469 △8,247

未払金の増減額（△は減少） △340,890 △227,940

その他 190,031 30,034

小計 △284,306 △451,239

利息の受取額 2,403 334

利息及び社債利息の支払額 △42,540 △53,903

借入財務手数料の支払額 △1,214 －

法人税等の支払額 △518,205 △2,313

法人税等の還付額 － 168,979

営業活動によるキャッシュ・フロー △843,863 △338,143

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 97,268

有形固定資産の取得による支出 △17,752 △84,505

ソフトウエアの取得による支出 △540,028 △383,481

商標権の取得による支出 △4,019 －

関係会社出資金の払込による支出 △61,065 －

敷金及び保証金の差入による支出 △25,664 －

敷金及び保証金の回収による収入 376 61,245

のれんの取得による支出 △11,100 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △659,253 △309,472
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(単位：千円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 300,000 △533,826

長期借入れによる収入 1,700,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △587,770 △1,060,258

社債の償還による支出 △220,000 △240,000

新株の発行による収入 － 875,950

リース債務の返済による支出 △1,651 △4,388

配当金の支払額 △62,046 △87

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,128,531 △362,609

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,473 △305

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △373,111 △1,010,530

現金及び現金同等物の期首残高 1,458,900 1,085,788

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,085,788 ※  75,258
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該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【重要な会計方針】

項目
前事業年度

 (自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

 １ 有価証券の評価基  
   準及び評価方法 
 

子会社出資金

 移動平均法による原価法を採用してお

ります。

子会社出資金
同左

２ デリバティブ取引

により生じる正味

の 債 権（及 び 債

務）の評価基準及

び評価方法

 

デリバティブ

  時価法を採用しております。

デリバティブ
同左

３ たな卸資産の評価

基準及び評価方法

(1) 製品

 総平均法による原価法(貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法により算定)を採用しておりま

す。 

 

(1) 製品
同左

(2) 貯蔵品

 終仕入原価法による原価法(貸借対

照表価額は収益性の低下に基づく簿価

切下げの方法により算定)を採用してお

ります。 

(会計方針の変更) 

 当事業年度より、「棚卸資産の評価

に関する会計基準」(企業会計基準第９

号 平成18年７月５日公表分)を適用し

ております。 

当該変更に伴う損益に与える影響は軽

微であります。

 

(2) 貯蔵品
同左 
  
 
  
 

―――――――

28

ソースネクスト株式会社（4344）平成22年3月期決算短信（非連結）



 
  

項目
前事業年度

 (自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

４ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

   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

(1) 有形固定資産（リース資産を除く）

   定率法
同左

(2) 無形固定資産（リース資産を除く）

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（リース資産を除く）

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なって

おります。

自社利用目的のソフトウェア
同左

 

商標権 

 ５年間の均等償却を行なっておりま

す。 

 

商標権
同左

のれん
   ３年間の均等償却を行なっておりま
  す。 
 

のれん
同左

（3）リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産

 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。

 なお、所有権移転外ファイナンス・

リース取引のうち、リース取引開始日

が平成20年３月31日以前のリース取引

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。

（3）リース資産  
所有権移転外ファイナンス・リース取

引に係るリース資産
同左

５ 繰延資産の処理方

法

   社債発行費
 社債償還期間にわたり均等償却してお
ります。

  社債発行費
同左
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項目
前事業年度

 (自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

６ 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、当期における引当残高はあり
ません。

(1) 貸倒引当金
同左

(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。 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 

(3）賞与引当金
 従業員に対して支給する賞与の支出
に充てるため、過去の支給実績及び支
給見込額に基づき計上しております。
なお、当期における引当残高はありま
せん。

(4）アフターサービス引当金
 「ZERO」シリーズ製品販売後の無償
アップデートサービスに備えるため、
合理的に見積もることが可能な期間に
発生が予測される当該サービスに対す
る費用を見積もり、同期間に計画され
た各製品の販売金額に対応させるべ
く、販売実績に応じて計上しておりま
す。

(2) 返品調整引当金
同左

（追加情報） 
 従来、過去６カ月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し
たが、返品率をより正確に見積もるた
め、当事業年度より過去１年の返品率の
実績に基づき返品調整引当金を計上して
おります。 
 また、従来、ライセンス売上について
は、返品調整引当金の計上の対象として
きましたが、返品実績がなく、売上金額
に重要性が増したため、返品調整引当金
の対象から除いております。 
 これにより、売上総利益は5,166千円増
加し、営業損失、経常損失、税引前当期
純損失は同額減少しております。
(3）賞与引当金

同左 
  
 
  
 

(4）アフターサービス引当金
同左
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項目
前事業年度

 (自 平成20年４月１日
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

７ 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。

(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

８ キャッシュ・フロ

ー計算書における

資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許

現金、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カ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。 

同左

９ 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 

 消費税等の会計処理は税抜方式によ

っております。

消費税等の会計処理

同左
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(7)【重要な会計方針の変更】

【会計処理の変更】

前事業年度 
 (自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自  平成21年４月１日 
  至  平成22年３月31日)

 （リース取引に関する会計基準）

 所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっておりましたが、当事業年度より、「リース

取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平

成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成

19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制

度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用し、

通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成20年３月31日以前の

リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっております。

 これにより営業損失は288千円減少し、経常損失及

び税引前当期純損失は、それぞれ236千円増加してお

ります。

 ――――――――――

【表示方法の変更】

前事業年度 
 (自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自  平成21年４月１日 
  至  平成22年３月31日)

(損益計算書） 

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「受取手数料」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「受取手数料」の金額は135千

円であります。

――――――――――

32

ソースネクスト株式会社（4344）平成22年3月期決算短信（非連結）



(8)【財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

 
―――――――――

 

※１ 関係会社に対する負債

 区分掲記されたもの以外で各科目に含まれているも

のは次の通りであります。

短期借入金 56,214千円

 

※２ 担保に供している資産

 「自動インストール機能」に関する特許権(出願中)

を長期借入金の譲渡担保に供しております。 

 

（上記に対応する債務）

１年内返済予定の長期借入金 22,400千円

長期借入金 4,800千円

 計 27,200千円

 

※２ 担保に供している資産

 売掛金424,184千円を譲渡担保に、「筆王」プログラ

ム著作権を質権担保に供しております。この他、「筆

王」商標権283,262千円が質権担保予約となっておりま

す。

（上記に対応する債務）

短期借入金 139,000千円

１年内返済予定の長期借入金 360,000千円

長期借入金 305,000千円

計 804,000千円

 

――――――――――― ※３ 借入契約条項

 長期借入金のうち340,000千円(１年内返済予定の長

期借入金160,000千円含む)については、「金銭消費貸

借約定書」において、一定の条件に該当した場合に

は、取引条件の見直しについて協議を求めることがで

きるという条項が付されております。なお、その要旨

は次の通りであります。

① 終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準

じるもの)により算出されるインタレストカバレッジレ

シオが１以下。

② 終の決算期及びその前の決算期において２期連続

当期利益が赤字。

③ 新の決算期の貸借対照表において、債務超過。

④ その他取引条件の見直しを必要と認める客観的な事

由が生じた場合。
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前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

 

※４ 特殊当座借越契約

 当社は、事業資金の効率的な調達を行なうため、取

引銀行１行と特殊当座借越契約を締結しております。 

 この契約に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。

特殊当座借越契約極度額 1,000,000千円

借入実行残高 300,000千円

差引額 700,000千円

 なお、当該契約には、取引条件の見直しについて協

議を求めることができるという以下の条項が付されて

おります。

① 終の決算期に関する損益計算書(もしくはこれに準

じるもの)により算出されるインタレストカバレッジレ

シオが１以下でないこと。

② 終の決算期及びその前の決算期において２期連続

当期赤字でないこと。

③ 新の決算期の貸借対照表において、債務超過でな

いこと。

④ その他取引条件の見直しを必要と認める客観的な事

由が生じない場合

 この他、長期借入金のうち500,000千円(１年内返済

予定の長期借入金160,000千円含む)についても、同様

の条項が付されております。

――――――――――

※５ 平成21年４月９日付で設立したSOURCENEXT GmbH

の出資金払込金額であります。

―――――――――
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(損益計算書関係)

前事業年度 
 (自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

 
※１ 製品評価損353,453千円 製品廃棄損522,117千

円が含まれております。
 

※１ 製品評価損423,001千円 製品廃棄損305,937千
円が含まれております。

※２ 当期製品仕入高は、外注による委託生産品仕入
高の他、ハードウェアを含む関連商品の仕入を含
んでおります。

 

※２ 同左

 

※３ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売促進費 2,191千円

業務委託費 5,613千円

広告宣伝費 1,640千円

開 発 費 357千円

  計 9,803千円

  

※３ 他勘定振替高の内訳は次の通りであります。

販売促進費 1,750千円

業務委託費 722千円

広告宣伝費 1,292千円

開 発 費 640千円

 計 4,407千円

※４ 一般管理費に含まれる研究開発費は、312,368千
円であります。

※ ４ 一 般 管 理 費 に 含 ま れ る 研 究 開 発 費 は、 
148,853千円であります。

※５ 固定資産の除却損の内訳は次の通りでありま
す。

   
       工具、器具及び備品     2,672千円
  

 

※５ 固定資産の除却損の内訳は次の通りでありま
す。

  
    工具、器具及び備品       9千円
     ソフトウェア      10,684千円

※６ 減損損失は遊休資産について減損処理したもの
であり、内訳は次の通りであります。

    工具、器具及び備品    1,027千円
       ソフトウェア         74千円

 

※６ 当事業年度において、当社は以下の資産グルー
プについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類 減損損失

東 京 都 港
区

本 社 事 務
所

建物 64,357千円

東 京 都 港
区

遊休資産
工 具、器 具
及び備品

3,729千円

東 京 都 港
区

遊休資産
ソフトウェ
ア

10,476千円

合計 78,562千円

当社は、事業用資産については全体を１つの資産グル
ープとし、遊休資産については個別資産ごとにグルー
ピングを行なっております。 
 本社事務所の建物については、第２四半期会計期間
において、本社移転の意思決定を行ない、除却する見
込みとなったため、回収可能価額をゼロとして、帳簿
価額全額を減額しております。 
 また、遊休資産については、将来の使用見込みがな
いため、回収可能価額をゼロとして帳簿価額全額を減
額しております。 
 

 
※７ 「訴訟関係未払金戻入益」は、日本アイ・ビ

ー・エム株式会社との訴訟が和解したことによる
ものであります。

※８ 「前期損益修正益」は、過年度売上高の修正
11,686千円、売上原価の修正27,616千円及び販売
費及び一般管理費の修正834千円によるものであ
ります。

※９ 「前期損益修正損」は、過年度売上高の修正284
千円、売上原価の修正9,076千円、研究開発費の
修正71,689千円及び営業外収益の修正242千円に
よるものであります。 
 

――――――――――
  
 

――――――――――
  
 
  
 

――――――――――
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 前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

 
（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

   該当事項はありません。 

  

 当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

1. 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
  （変動事由の概要） 

  増加数の内訳は、次の通りであります。 

    第三者割当増資による増加  33,640株 

2. 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   該当事項はありません。 

3. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

   該当事項はありません。 

（2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの 

(株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

発行済株式

 普通株式(株) 125,020 ― ― 125,020

合計 125,020 ― ― 125,020

自己株式

 普通株式(株) ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

決議 株式の種類
配当金の総額 

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年６月18日 
定時株主総会

普通株式 62,510 500 平成20年３月31日 平成20年６月19日

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

発行済株式

 普通株式(株) 125,020 33,640 ― 158,660

合計 125,020 33,640 ― 158,660

自己株式

 普通株式(株) ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―
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        該当事項はありません。 
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度 
（自 平成20年４月１日 

  至 平成21年３月31日）

当事業年度
（自  平成21年４月１日 

    至  平成22年３月31日）

 

※ 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

（平成21年３月31日現在）

現金及び預金勘定 1,085,788千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 ―――

現金及び現金同等物 1,085,788千円

 
 

※ 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

（平成22年３月31日現在） 

現金及び預金勘定 75,258千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 ―――

現金及び現金同等物 75,258千円
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(リース取引関係)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

1.ファイナンス・リース取引

（借主側）
 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 ① リース資産の内容
 ・有形固定資産
   ECシステム
 ・無形固定資産
   ECシステムソフトウェア

1.ファイナンス・リース取引

（借主側）
所有権移転外ファイナンス・リース取引
① リース資産の内容
・有形固定資産
  同左
・無形固定資産
  同左

 ② リース資産の減価償却の方法
 重要な会計方針「4．固定資産の減価償却の方法」

に記載の通りであります。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が、平成20年３月31日以前

の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、その内容は以

下の通りであります。

② リース資産の減価償却の方法
   同左 

  

   同左

 

(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
工具、器具 
及び備品

ソフトウェア 合計

(千円) (千円) (千円)

取得価額 
相当額

177,291 139,154 316,446

減価償却累計額 
相当額

53,124 83,807 136,932

期末残高 
相当額

124,167 55,346 179,513

 

(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
工具、器具
及び備品

ソフトウェア 合計

(千円) (千円) (千円)

取得価額
相当額

177,291 86,254 263,546

減価償却累計額
相当額

87,008 55,514 142,522

期末残高
相当額

90,283 30,739 121,023

(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 59,760千円

１年超 125,509千円

合計 185,269千円

(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 48,452千円

１年超 78,200千円

合計 126,653千円

(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 77,963千円

減価償却費相当額 70,641千円

支払利息相当額 8,910千円

(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 65,352千円

減価償却費相当額 59,113千円

支払利息相当額 6,140千円

(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

  リース料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。

（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 

  

 

（減損損失について）

  同左

2.オペレーティング・リース取引
 未経過リース料（解約不能のもの）
（借主側）

１年以内 2,856千円

１年超 9,044千円

合計 11,900千円

2.オペレーティング・リース取引
未経過リース料（解約不能のもの）

（借主側）

１年以内 42,526千円

１年超 42,526千円

合計 85,053千円

39

ソースネクスト株式会社（4344）平成22年3月期決算短信（非連結）



金融商品に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるた
め、開示を省略しております。 

  

前事業年度末(平成21年３月31日現在) 

子会社出資金で時価のあるものはありません。 

  

当事業年度末(平成22年３月31日現在) 

子会社出資金（貸借対照表計上額61,065千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
難と認められることから、記載しておりません。 

  

 デリバティブ取引に関する注記事項については、決算短信における開示の必要が大きくないと考え

られるため、開示を省略しております。 

前事業年度末(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度末(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

  

関連当事者情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えら
れるため、開示を省略しております。 

  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(持分法損益等)

(関連当事者情報)
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成21年３月31日)

当事業年度
(平成22年３月31日)

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

 製品評価損 143,820千円

 返品調整引当金 166,578千円

 アフターサービス引当金 38,132千円

 未払費用否認 39,625千円

 その他 16,561千円

 小計 404,717千円

 評価性引当額 △393,088千円

繰延税金資産（流動）計 11,629千円

繰延税金負債（流動）

 未収事業税 △11,629千円

繰延税金負債（流動）計 △11,629千円

繰延税金資産（流動）の純額 ―― 千円

 

 

1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産（流動）

製品評価損 172,119千円

返品調整引当金 203,985千円

アフターサービス引当金 32,237千円

その他 29,817千円

小計 438,159千円

評価性引当額 △438,159千円

繰延税金資産（流動）計 ―― 千円

繰延税金資産（流動）の純額 ―― 千円

 

繰延税金資産（固定）

 ソフトウェア償却費否認 42,865千円

 商標権償却費否認 58,259千円

 繰越欠損金 807,981千円

 その他 3,478千円

 小計 912,584千円

 評価性引当額 △912,584千円

繰延税金資産（固定）計 ―― 千円  

繰延税金資産（固定）

ソフトウェア償却費否認 32,656千円

商標権償却費否認 92,090千円

繰越欠損金 1,144,025千円

その他 30,212千円

小計 1,298,985千円

評価性引当額 △1,298,985千円

繰延税金資産（固定）計 ―― 千円

 
繰延税金資産（固定）の純額 ―― 千円

 
 
繰延税金資産（固定）の純額 ―― 千円

 

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

   

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しております。

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目の内訳

  

 税引前当期純損失を計上しているため、注記を省略

しております。

(退職給付関係)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日)

当事業年度
 (自 平成21年４月１日 
  至 平成22年３月31日)

 当社は退職金制度を設けておりませんので、該当

事項はありません。 

同左
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前事業年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

（1）ストック・オプションの内容 

 
（注）株式数に換算して記載しております。 

  

（2）ストック・オプションの規模及び変動状況 

当事業年度(平成21年３月31日期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

② 単価情報 

 
  

(ストック・オプション等関係)

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人
数

当社の取締役  ３名
当社の従業員  ５名

当社の取締役 ３名
当社の従業員 42名

当社の取締役 ２名 
当社の従業員 13名

株式の種類別のストック・ 

オプションの数(注)
普通株式 176株 普通株式 928株 普通株式 576株

付与日 平成12年６月28日 平成13年２月19日 平成13年10月９日

権利確定条件

新株引受権の付与日から権

利確定日まで継続して在籍

していること

同左 同左

対象勤務期間 付与日から権利確定日まで 付与日から権利確定日まで 付与日から権利確定日まで

権利行使期間
自 平成14年６月29日
至 平成22年６月27日

自 平成15年２月20日
至 平成23年２月18日

自 平成15年10月10日
至 平成23年10月８日

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

権利確定後  （株）

 前事業年度末 112 344 72

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 16 ―

 未行使残 112 328 72

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

権利行使価格 （円） 131,250 131,250 143,750

行使時平均株価（円） ― ― ―

付与日における公正な評
価単価   （円）

― ― ―
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当事業年度(自 平成21年４月１日 至 平成22年３月31日) 

（1）ストック・オプションの内容 

 
（注）株式数に換算して記載しております。 

  

（2）ストック・オプションの規模及び変動状況 

当事業年度(平成22年３月31日期)において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数

については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 

② 単価情報 

 
  

前事業年度末(平成21年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度末(平成22年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

  

当事業年度末(平成22年３月31日現在) 

該当事項はありません。 

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

付与対象者の区分及び人
数

当社の取締役  ３名
当社の従業員  ５名

当社の取締役 ３名
当社の従業員 42名

当社の取締役 ２名 
当社の従業員 13名

株式の種類別のストック・ 

オプションの数(注)
普通株式 176株 普通株式 928株 普通株式 576株

付与日 平成12年６月28日 平成13年２月19日 平成13年10月９日

権利確定条件

新株引受権の付与日から権

利確定日まで継続して在籍

していること

同左 同左

対象勤務期間 付与日から権利確定日まで 付与日から権利確定日まで 付与日から権利確定日まで

権利行使期間
自 平成14年６月29日
至 平成22年６月27日

自 平成15年２月20日
至 平成23年２月18日

自 平成15年10月10日
至 平成23年10月８日

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

権利確定後  （株）

 前事業年度末 112 328 72

 権利確定 ― ― ―

 権利行使 ― ― ―

 失効 ― 16 ―

 未行使残 112 312 72

平成12年６月 
ストック・オプション

平成13年２月
ストック・オプション

平成13年10月 
ストック・オプション

権利行使価格 （円） 131,250 131,250 143,750

行使時平均株価（円） ― ― ―

付与日における公正な評
価単価   （円）

― ― ―

(企業結合等関係)

(賃貸等不動産関係)
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(注) １株当たり当期純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであり

ます。 

 

(１株当たり情報)

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日 
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり純資産額 2,883円45銭 1,111円26銭

１株当たり当期純損失金額(△) △22,212円16銭 △7,352円09銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益金額

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式は存在するものの１株当たり当期
純損失であるため記載しておりませ
ん。

なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益金額については、潜在株
式は存在するものの１株当たり当期
純損失であるため記載しておりませ
ん。

項目
前事業年度

(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
至 平成22年３月31日)

１株当たり当期純損失金額

損益計算書上の当期純損失(△)(千
円)

△2,776,963 △1,065,260

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純損失(△)(千
円)

△2,776,963 △1,065,260

普通株式の期中平均株式数(株) 125,020 144,892

潜在株式調整後1株当たり当期純利
益金額

 普通株式増加数（株） ― ―

 （うち新株予約権） ― ―

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益金額

の算定に含まれなかった潜在株式の

概要

 新株予約権３種類(新株予約権の目
的となる株式の数 512株)。 
 

新株予約権３種類(新株予約権の
目的となる株式の数 496株)。 
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(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成20年４月１日
  至 平成21年３月31日)

当事業年度
(自 平成21年４月１日
 至 平成22年３月31日)

 当社は、平成21年６月１日開催の取締役会において、第

三者割当による新株式の発行を下記の通り決議し、平成

21年６月17日に払込が完了いたしました。 

 この結果、資本金は1,469,935千円、発行済株式総数は

135,020株となっております。 

 

(1)借入金の返済条件等の変更について

 当社は現在、返済による資金支出の負担を減らし、

運転資金を確保するため、三井住友銀行・りそな銀

行・群馬銀行・百十四銀行・北陸銀行と、既存の借入

金について、平成22年４月から平成22年７月までの元

本返済を猶予することで合意し、また、三井住友銀

行・百十四銀行・北陸銀行については、借換を前提

に、平成22年８月末日に一括返済を行なう契約を締結

しております。

(1)募集又は割当方法        ：第三者割当の方法による

(2)発行する株式の種類及び数：普通株式 10,000株

(3)発行価額        ：１株につき27,850円

(4)発行価額の総額     ：278,500千円

(5)資本組入額       ：１株につき13,925円

(6)資本組入額の総額    ：139,250千円

(7)申込期間        ：平成21年６月17日

(8)払込期日        ：平成21年６月17日

(9)割当先及び割当株式数  ：株式会社ヨドバシカメラ 

10,000株

(10)資金の使途        ：手取概算額277,020千円

については、新事業であ

る映画コンテンツを利用

した英語学習ソフト「超

字幕™」シリーズのタイ

トル拡充のため、映画コ

ンテンツの権利取得費用

として使用いたします。

(2)その他関係会社の異動

 当社の代表取締役社長である松田憲幸は、平成22年

５月11日に、当社の主要株主であるＲＳエンパワメン

ト株式会社(楽天株式会社の100％子会社)に当社株式を

売却いたしました。 

 この結果、ＲＳエンパワメント株式会社の当社株式

持株比率は、14.9％から28.14％になり、ＲＳエンパワ

メント株式会社は、当社のその他の関係会社になると

ともに、当社は楽天株式会社の持分法適用関連会社と

なりました。 

 また、平成22年５月11日開催の取締役会において、

平成22年６月の定時株主総会で、ＲＳエンパワメント

株式会社の代表取締役を、当社の社外取締役として選

任することを付議することを決定しております。
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① 代表者の異動 

該当事項はありません。 

② その他の役員の異動（平成22年6月30日付予定） 

新任取締役候補 

取締役 髙澤 廣志 

  

① 生産実績 

 当社は、生産活動を行なっておりませんので、生産実績は記載しておりません。 

 ② 受注実績 

 当社は、受注生産を行なっておりませんので、受注状況は記載しておりません。 

 ③ 販売実績 

 当事業年度における製品分野別の販売実績および総販売実績は次のとおりであります。 

 
  

5. その他

(1) 役員の異動

(2) その他

製品分野 販売高（千円) 前年同期比(％)

セキュリティ 2,246,981 76.9

超字幕 617,018 -

ホームページ関連 △18,629 -

携帯電話関連 △55,280 -

PDF作成 421,781 84.5

教育 4,858 46.8

ゲーム 66,263 21.1

実用 220,031 109.1

ビジネス・ホーム 814,234 59.0

ユーティリティ 323,029 45.4

特打 116,524 53.6

驚速 55,995 14.9

マルチメディア 427,900 202.3

その他 1,187,958 48.7

合計 6,428,669 66.8
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(注)1 販売チャネル別の状況 

 
  

  
 2 主な相手先別の販売実績および当該販売実績の総販売実績に対する割合 

 
  

  3 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

特にありません。 

  

販売チャネル 販売高(千円) 前年同期比(％)

店頭販売・他社ECサイト等 3,612,806 60.1

自社ECサイト 2,815,863 77.9

合計 6,428,669 66.8

相手先

前事業年度 
（自 平成20年4月1日 
至 平成21年3月31日）

当事業年度
（自 平成21年4月1日 

     至 平成22年3月31日）

販売高(千円) 割合(％) 販売高(千円) 割合(％)

株式会社ヤマダ電機 1,519,148 15.8 896,940 14.0

丸紅インフォテック 
株式会社

1,305,367 13.6 907,983 14.1

(3) その他
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