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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31日） 

(注)第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る前年同四半期増減率については、記載しており
ません。 

(2) 連結財政状態 

(注)第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。 
 

(1) 連結経営成績（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 ％

23年3月期第3四半期 3,064 ― △292 ― △321 ― 316 ―

22年3月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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

23年3月期第3四半期 1,997.23 ―

22年3月期第3四半期 ― ―

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

23年3月期第3四半期 3,542 493 13.9 3,108.48
22年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本  23年3月期第3四半期  493百万円 22年3月期  ―百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

年間配当金

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期増減率については記載しておりません。 

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 4,040 ― △553 ― △605 ― 31 ― 196.02



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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条件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、
四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

新規 ― 社 （ 社名 ）、 除外 ― 社 （社名 ）

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） 23年3月期3Q 158,660株 22年3月期 158,660株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q ―株 22年3月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 158,660株 22年3月期3Q 140,387株
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第２四半期連結会計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、業績数値の前年同四半期等と

の比較は行なっておりません。 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気の後退に一部では歯止めがかかったものの、

企業・個人市場共に足踏み状況の続く厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループを取り巻く環境においては、JEITAの発表によると、当第３四半期連結会計期間における

パソコン出荷台数は、前年比113.2％と好調に推移いたしましたが、平成22年10月にWindows XPのパソ

コン販売終了に伴う駆け込み需要が起因したためであり、平成22年12月においては、前年比100.8％と

微増した状況であります。 

 個人向けパッケージソフトウェア市場に関しましては、当第３四半期連結会計期間においては、店頭

実売金額実績は前年比84.8％と厳しい推移となっております。 

 こうした状況のもと、当社グループは当第３四半期連結会計期間において、主力ソフトである「ウイ

ルスセキュリティZERO®」シリーズ及び、「筆王®」シリーズの普及拡大に努めました。    

 店頭市場においては、第２四半期連結会計期間に発売した「ウイルスセキュリティZERO®」の1980円

版及び、「筆王®Ver.15」の展開拡大を急速に進めるため、店頭メンテナンススタッフを増員し展開強

化を図りました。その結果、店頭市場においては、「ウイルスセキュリティZERO®」シリーズの販売本

数は昨年同期比101.3％となり、「筆王®」シリーズにつきましても100.8％となりました。また、直販

サイトである「ソースネクストeSHOP」においては、仕入れ商材の強化及び「筆王®」シリーズの販売強

化を行ないました。さらに当社登録ユーザーに対する製品を通じた独自の手法による広告事業を新たに

開始いたしました。その結果、売上高は14億28百万円（前第３四半期会計期間(単体)は14億28百万円）

となりました。これに対して、販売費及び一般管理費は効率化を推し進めたことにより、７億42百万円

と前年同期(前第3四半期会計期間(単体)は９億64百万円)に比べて大幅に削減いたしました。 

 その結果、当第３四半期連結会計期間は経常利益１億51百万円となり、経常利益率は10％を超え、四

半期純利益は１億57百万円の黒字となりました。 

  

イ）売上高 

  当第３四半期連結会計期間においては、主力ソフトである「ウイルスセキュリティZERO®」シリーズ

及び、「筆王®」シリーズの普及拡大に努めました。「ウイルスセキュリティZERO®」は1台用1,980円と

低価格であるだけでなく、AV-Test等の第三者機関によるテストにおいて高い検知率を維持し、またAV-

Comparatives.orgが実施した動作の速さを示すパフォーマンステストにおいても世界22製品中1位を獲

得するなど、品質面の向上に引き続き取り組みました。この、低価格、品質の高さを店頭販促等に活か

して店頭実売状況の向上につなげ、10月度の店頭販売本数は製品別で１位を獲得いたしました。また

「筆王®」シリーズにおいても、タレントのベッキーさんを起用した店頭販促物、グッズ等を店頭展開

し、販売増につながりました。こうしたブランディングは直販サイトである「ソースネクストeSHOP」

の売上増にも貢献し、売上高は14億28百万円となりました。 

  

ロ）売上総利益 

 当第３四半期連結会計期間における売上総利益は、９億円となりました。 

  

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報
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ハ）営業利益 

  販売費及び一般管理費は全社で圧縮に努め、当第３四半期連結会計期間において、７億42百万円とな

り、当第３四半期連結会計期間は営業利益１億57百万円となりました。 

  

二）経常利益 

 当第３四半期連結会計期間は、経常利益１億51百万円となりました。 

  

ホ）四半期純利益 

  当第３四半期連結会計期間の四半期純利益は１億57百万円の黒字となりました。 

  

資産・負債及び純資産の状況  

当第３四半期連結会計期間末の流動資産は22億84百万円となりました。主な内訳は、受取手形及び売

掛金10億10百万円、商品及び製品５億10百万円です。固定資産は12億56百万円となりました。主な内訳

は、ソフトウェア６億46百万円です。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、35億42百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の流動負債は、29億89百万円となりました。主な内訳は、１年内返済予

定の長期借入金13億93百万円、未払金３億68百万円、買掛金３億63百万円です。固定負債は59百万円と

なりました。主な内訳は、長期借入金50百万円です。 

 この結果、当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、30億48百万円となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は、４億93百万円となりました。内訳は、資本金17億71百

万円、資本剰余金16億11百万円、利益剰余金△28億89百万円です。 

  

当第３四半期連結会計期間は、第２四半期連結会計期間から開始した当社登録ユーザーに対する製品

を通じた独自の手法による広告事業が安定的な収益となり、さらに販売費及び一般管理費の効率化を推

し進めた結果、経常黒字に転換いたしました。 

 第４四半期連結会計期間においても同様の状況が見込めるものの、収益に影響の大きい広告事業につ

いて現時点では正確な金額の算定が困難な状況にあるため、平成22年11月12日に公表いたしました業績

予想値を据え置くことといたします。 

 今後の業績推移に応じて修正が必要と判断される場合は、速やかに公表することといたします。 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

① 簡便な会計処理  

１）棚卸資産の評価の算定方法  

当第３四半期連結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２四半期連結会計

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定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、連結会計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 四半期連結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。 

  

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20年３月

31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月

31日)を適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ3,750千円増加し、税金

等調整前四半期純利益は5,833千円減少しております。 

  

 当社グループは、平成21年３月期の第３四半期より平成22年３月期まで、市況の悪化により、当社グ

ループ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、平成23年３月期に入って

からは、一部のPC環境ではあるものの「ウイルスセキュリティ」シリーズの不具合が平成22年４月に発

生したため当社プロモーションを自粛したことなどが影響し、当第３四半期連結累計期間の売上高は

3,064,415千円と前年同期（前第３四半期累計期間の売上高(単体)は4,695,388千円)に比べて減少いた

しております。上記のような状況により、損益面では固定費をカバーすることができず、前々事業年度

(単体)2,456,783千円、前事業年度(単体)838,930千円、当第３四半期連結累計期間292,257千円と営業

損失は減少傾向にあるものの連続して損失を計上しております。財務面においては、事業計画の達成状

況により、借入金の返済等に影響を与える可能性があります。また、一行の金融機関については返済条

件の変更契約が締結まで至っていないため、返済が約定通り履行されていない状況となっております。

なお、当該金融機関とは返済条件の見直しについて協議を進めております。 

 これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループでは、当該状況を解消すべく、マルチデバイス(iPhone、iPad等)に対応したソフトウェ

アや、「Evernote」に代表されるクラウドサービスに対応した製品の新規企画・開発を行なって参りま

す。また、既存製品についても、主力製品である「ウイルスセキュリティ」の戦略的価格付けによるシ

ェア及びユーザー数の大幅な拡大を図っております。さらに、その登録ユーザーに対する製品を通じた

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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独自の広告手法等により収益の拡大を推し進めております。これらの他、当社グループでは、採算性の

高い販売チャネルへの集中、プロモーション強化、継続的かつ効果的なコスト管理といった収益拡大及

び費用削減のための施策を進めており、財務面においては借入金の借換及び資産譲渡による資金調達に

も積極的に取り組んでおります。 
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１【四半期連結財務諸表】 
  (1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 352,760 

受取手形及び売掛金 1,010,807 

商品及び製品 510,962 

原材料及び貯蔵品 42,046 

前渡金 288,608 

その他 78,981 

流動資産合計 2,284,166 

固定資産  

有形固定資産  

有形固定資産 173,379 

減価償却累計額 △96,748 

有形固定資産合計 76,630 

無形固定資産  

ソフトウエア 646,352 

その他 338,139 

無形固定資産合計 984,491 

投資その他の資産 195,118 

固定資産合計 1,256,240 

繰延資産  

繰延資産合計 1,784 

資産合計 3,542,190 

負債の部  

流動負債  

買掛金 363,857 

短期借入金 306,642 

1年内返済予定の長期借入金 1,393,132 

1年内償還予定の社債 100,000 

未払金 368,204 

未払法人税等 4,558 

返品調整引当金 225,445 

アフターサービス引当金 64,707 

その他 162,922 

流動負債合計 2,989,468 

固定負債  

長期借入金 50,000 

その他 9,530 

固定負債合計 59,530 

負債合計 3,048,999 
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末 
(平成22年12月31日) 

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,771,226 

資本剰余金 1,611,226 

利益剰余金 △2,889,261 

株主資本合計 493,191 

純資産合計 493,191 

負債純資産合計 3,542,190 
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 (2)【四半期連結損益計算書】 
   【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半連結期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 3,064,415 

売上原価 1,418,013 

売上総利益 1,646,401 

返品調整引当金繰入額 225,445 

返品調整引当金戻入額 501,315 

差引売上総利益 1,922,271 

販売費及び一般管理費 2,214,529 

営業損失（△） △292,257 

営業外収益  

受取利息 34 

為替差益 12,766 

その他 1,004 

営業外収益合計 13,806 

営業外費用  

支払利息 36,291 

その他 6,649 

営業外費用合計 42,940 

経常損失（△） △321,391 

特別利益  

固定資産売却益 588,774 

ロイヤリティ契約変更差益 78,885 

未払金精算益 7,645 

特別利益合計 675,306 

特別損失  

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,083 

過年度業務委託費確定額 32,550 

減損損失 676 

特別損失合計 35,310 

税金等調整前四半期純利益 318,604 

法人税、住民税及び事業税 1,724 

法人税等合計 1,724 

少数株主損益調整前四半期純利益 316,879 

四半期純利益 316,879 
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   【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 1,428,197 

売上原価 509,928 

売上総利益 918,269 

返品調整引当金繰入額 225,445 

返品調整引当金戻入額 207,427 

差引売上総利益 900,251 

販売費及び一般管理費 742,414 

営業利益 157,836 

営業外収益  

為替差益 5,651 

その他 825 

営業外収益合計 6,477 

営業外費用  

支払利息 12,062 

その他 1,194 

営業外費用合計 13,256 

経常利益 151,057 

特別利益  

未払金精算益 7,645 

特別利益合計 7,645 

特別損失  

減損損失 676 

特別損失合計 676 

税金等調整前四半期純利益 158,026 

法人税、住民税及び事業税 572 

法人税等合計 572 

少数株主損益調整前四半期純利益 157,454 

四半期純利益 157,454 
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 当社グループは、平成21年３月期の第３四半期より平成22年３月期まで、市況の悪化により、当社グ

ループ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、平成23年３月期に入って

からは、一部のPC環境ではあるものの「ウイルスセキュリティ」シリーズの不具合が平成22年４月に発

生したため当社プロモーションを自粛したことなどが影響し、当第３四半期連結累計期間の売上高は

3,064,415千円と前年同期（前第３四半期累計期間の売上高(単体)は4,695,388千円)に比べて減少いた

しております。上記のような状況により、損益面では固定費をカバーすることができず、前々事業年度

(単体)2,456,783千円、前事業年度(単体)838,930千円、当第３四半期連結累計期間292,257千円と営業

損失は減少傾向にあるものの連続して損失を計上しております。財務面においては、事業計画の達成状

況により、借入金の返済等に影響を与える可能性があります。また、一行の金融機関については返済条

件の変更契約が締結まで至っていないため、返済が約定通り履行されていない状況となっております。

なお、当該金融機関とは返済条件の見直しについて協議を進めております。 

 これらの状況から継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループでは、当該状況を解消すべく、マルチデバイス(iPhone、iPad等)に対応したソフトウェ

アや、「Evernote」に代表されるクラウドサービスに対応した製品の新規企画・開発を行なって参りま

す。また、既存製品についても、主力製品である「ウイルスセキュリティ」の戦略的価格付けによるシ

ェア及びユーザー数の大幅な拡大を図っております。さらに、その登録ユーザーに対する製品を通じた

独自の広告手法等により収益の拡大を推し進めております。これらの他、当社グループでは、採算性の

高い販売チャネルへの集中、プロモーション強化、継続的かつ効果的なコスト管理といった収益拡大及

び費用削減のための施策を進めており、財務面においては借入金の借換及び資産譲渡による資金調達に

も積極的に取り組んでおります。 

 しかし、当社グループの売上は、エンドユーザーの需要動向の変化、量販店を始めとする各小売店の

在庫戦略や競合他社の状況にも影響されることがあること、借入金等の資金調達については、現在関係

者との協議を進めている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。  

  

 該当事項はありません。 

(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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第２四半期連結会計期間より、連結財務諸表を作成しているため、前事業年度末及び前第３四半期累計期間及び前

第３四半期会計期間の個別財務諸表を参考資料として記載しております。 

(前事業年度末に係る要約貸借対照表) 

 
  

4. 「参考資料」

 

(1) 貸借対照表 (個別)

（単位：千円）

 前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日)
資産の部  
 流動資産  

  現金及び預金 75,258

  売掛金 1,666,295

  商品及び製品 583,020

  原材料及び貯蔵品 46,441

  前渡金 295,325

  その他 90,365
  流動資産合計 2,756,706
 固定資産  
  有形固定資産  

   有形固定資産 171,777

   減価償却累計額 △68,385

   有形固定資産合計 103,391
  無形固定資産  
   ソフトウエア 716,454
   その他 407,569

   無形固定資産合計 1,124,023
  投資その他の資産 199,820
  固定資産合計 1,427,236
 繰延資産  
  繰延資産合計 4,077
 資産合計 4,188,020

負債の部  
 流動負債  

  買掛金 577,168

  短期借入金 312,214

  1年内返済予定の長期借入金 1,100,166

  1年内償還予定の社債 100,000

  未払金 573,454

  未払法人税等 8,003

  返品調整引当金 501,315
  アフターサービス引当金 79,227

  その他 164,860

  流動負債合計 3,416,408
 固定負債  
  社債 50,000

  長期借入金 532,166

  その他 13,133

  固定負債合計 595,299
 負債合計 4,011,708

純資産の部  
 株主資本  

  資本金 1,771,226

  資本剰余金 1,611,226

  利益剰余金 △3,206,141

  株主資本合計 176,311
 純資産合計 176,311
負債純資産合計 4,188,020
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(2) 四半期損益計算書 (個別)

【前第３四半期累計期間】(個別)

（単位：千円）

 前３四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 

  至 平成21年12月31日)

売上高 4,695,388
売上原価 2,288,947

売上総利益 2,406,440

 返品調整引当金繰入額 307,640

 返品調整引当金戻入額 409,384

差引売上総利益 2,508,184
販売費及び一般管理費 3,345,833
営業損失（△） △837,648
営業外収益  
 受取利息 247

 法人税等還付加算金 5,764

 還付消費税等 4,621

 その他 1,504

 営業外収益合計 12,137
営業外費用  
 支払利息 43,695

 株式交付費 5,132

 為替差損 4,921

 その他 6,555

 営業外費用合計 60,305
経常損失（△） △885,816
特別損失  
 固定資産除却損 10,693
  減損損失 78,562

 リース解約損 5,481

 本社移転損失 67,398

 特別損失合計 162,135
税引前四半期純損失（△） △1,047,951
法人税、住民税及び事業税 1,824
法人税等合計 1,824
四半期純損失（△） △1,049,776
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【前第３四半期会計期間】(個別)

（単位：千円）

 前第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 

  至 平成21年12月31日)

売上高 1,428,305
売上原価 629,495

売上総利益 798,810

 返品調整引当金繰入額 307,640

 返品調整引当金戻入額 534,338

差引売上総利益 1,025,508
販売費及び一般管理費 964,144
営業利益 61,363
営業外収益  
 その他 15

 営業外収益合計 15
営業外費用  
 支払利息 13,322

 為替差損 2,638

 その他 1,177
 営業外費用合計 17,139
経常利益 44,239
特別損失  
 減損損失 3,301

 本社移転損失 18,548

 特別損失合計 21,849
税引前四半期純利益 22,390
法人税、住民税及び事業税 572
法人税等合計 572
四半期純利益 21,817
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