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平成 20 年６月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 19 年 11 月８日 

上 場 会 社 名        株式会社オウケイウェイヴ    上場取引所  名証セントレックス 

コ ー ド 番 号         ３８０８ ＵＲＬ  http://www.okwave.co.jp 

代表者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）兼元 謙任  

問合せ先責任者 （役職名）取締役財務本部長 （氏名）野崎 正徳 ＴＥＬ(03) 5793- 1195 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 20 年６月期第１四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 連結経営成績                                 （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年 6 月期第１四半期   272   76.6 △32    － △31   － △24  － 

19 年 6 月期第１四半期 154    － △3    － △3   － △3  － 

19 年６月期 923    －      164   － 165   －  83  － 

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 
 円    銭 円    銭

20 年 6 月期第１四半期 △342    54 － 

19 年 6 月期第１四半期 △53    12 － 

19 年６月期 1,180    15 1,135    61

 
(2) 連結財政状態 

 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

20 年 6 月期第１四半期 1,709 1,546 90.1 21,441    41

19 年 6 月期第１四半期 1,548 1,470 94.2 20,717    02

19 年６月期      1,751 1,572 89.3 21,784    42

 
(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 
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

20 年 6 月期第１四半期 △27 △137 0 1,098

19 年 6 月期第１四半期 △102 △21 0 1,180

19 年６月期 160 △219 19 1,263

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 
（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 

 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 円   銭 

19 年 6 月期 －   － －   － －   － －   － 0   00

20 年 6 月期 －   －  

20 年 6 月期（予想）  －   － －   － －   － 
0   00

 

３．平成 20 年６月期の連結業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

  平成 19 年８月 14 日に公表しました業績予想は、中間期、通期ともに変更はありません。 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 610 52.1 92 43.8 84 30.2 35  5.3 487 16

通     期 1,380 49.4 280 70.6 269 62.4 113 35.5 1,572 83



 2

 
４．その他 

  

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子

会社の異動） 

： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

(4) 会計監査人の関与 ： 無 

 
５．個別業績の概要（平成 19 年７月１日 ～ 平成 19 年９月 30 日） 

(1) 個別経営成績                                     （％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（当期） 

純利益 
１株当たり四半期
（当期）純利益 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 円    銭

20 年 6 月期第１四半期   266   72.7 △15   － △13   － △9   － △126   96 

19 年 6 月期第１四半期 154    － 0   － 0   － △0  － △0   54 

19 年６月期 911    －  189    － 191    － 105    － 1,492  57 

 
(2) 個別財政状態 

 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

20 年 6 月期第１四半期 1,737 1,577 90.8 21,946    62

19 年 6 月期第１四半期 1,537 1,461 95.0 20,751    51

19 年６月期 1,761 1,585 90.0 22,074    15

 
６．平成 20 年６月期の個別業績予想（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年６月 30 日） 

  平成 19 年８月 14 日に公表しました業績予想は、中間期、通期ともに変更はありません。 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 590 49.7 109  47.0 101  34.9 47  10.3 654  19

通     期 1,320  44.8 293  54.6 282  47.3 122  15.6 1,698  10

 

※ 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、現時点での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。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期は、日本初、最大級の Q&A サイト「OKWave」の利用者が継続して拡大しており、登録者が 100 万人に迫

る勢いとなってまいりました。検索だけでは解決できない問題に対して、Q&A サイトを利用してよりよい解決方法を導き

出せるということが確実に広まってきています。 
このような背景の中で、Q＆A サイト「OKWave」の利用者の利便性を高めるために、トップページのリニューアルによ

って従来のキーワードに加えて話し言葉でも過去の Q&A の検索ができるようにし、NTT ドコモの公式サイトでの提供開始

によって携帯ユーザーの拡充に力を入れました。また、動画共有サイト「OK VIDEO」や在日外国人向け Q&A サイト「OK 
World」を開設し、動画や多言語による Q&A の布石を打つなどの施策を行いました。 

また、JTB グループや、SMBC ファイナンスサービス、JCB カードなどに FAQ システムを導入し、グリコ乳業などに

Q&A サイトの導入を行うなど、利用企業数が拡大しております。 
業務提携面では、シニア層へのサービス展開を見据えて熱民株式会社（現・株式会社 OK ライフへ社名変更）と資本提携

を行っております。なお、平成 19 年 10 月初頭に従来からの株主である楽天株式会社への第三者割当増資を行い、同社は当

社の 20％超の主要株主となりました。今後は、楽天グループ会員約 3,800 万人に積極的なアプローチを行い、Q&A サイト

「OKWave」の利用者拡大と広告収入増加を図ります。 
これらの事業拡充に伴う増収が見込まれたため、当第１四半期においては、人材採用、マーケティング、データセンター

増強、オフィスの増床などに積極的に費用を投じました。その結果、連結業績は、売上高 272 百万円（前年同期比 76.6%増

加）、営業損失 32 百万円、経常損失 31 百万円、四半期純損失 24 百万円となりました。 
事業別には、ポータル事業が、上記の施策等による広告収入増加、利用パートナー数増加によって、売上高 116 百万円（前

年同期比 120.0%増加）、営業利益 33 百万円（前年同期比 166.6%増加）となりました。 
ソリューション事業は、上記の大手クライアント導入により固定収入も増加し、売上高 154 百万円（前年同期比 51.6%増

加）、営業利益 64 百万円（前年同期比 0.7%増加）となりました。 
音楽事業は、見込んでいた CD/DVD の販売の出足は鈍く、売上高２百万円、営業損失が９百万円となりました。 
今後も、中長期の展開を見据えた施策、提携等を積極的に行いつつ、業績拡大に全力を上げてまいります。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期末の財政状態は、総資産が前連結会計年度末と比較して 42 百万円減少し、1,709 百万円となりました。 
これは主に法人税等の支払による現預金の減少によるものです。 
純資産は前連結会計年度末と比較して 26 百万円減少し、1,546 百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少による

ものです。 
 当第１四半期におけるキャッシュ・フローの状況は、法人税等の支払や営業損失に伴い、営業活動によるキャッシュ・

フローが 27 百万円の支出となりました。 
 投資活動によるキャッシュ・フローについては、オフィスの増床や提携先への投資に伴い、137 百万円の支出となりま

した。 
 財務活動によるキャッシュ・フローについては、新株予約権行使による株式の発行により、0 百万円の収入となりまし

た。 
 以上の結果、現金及び現金同等物の期末残高は 1,098 百万円となりました。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当期の連結業績については、平成 19 年８月 14 日の平成 19 年６月期決算発表時の予想を変更しておりません。 
当期も引き続き、予想通りの業績を出しながら Q&A サイト「OKWave」により多くの Q&A が集まる仕組みを作るため

の投資を行い、「Web2.0」の代表的企業として知名度を上げていくための環境と組織作りに力を注いでまいります。 
 
※上記の業績予想は、当社が現時点で合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績は、さまざまな要

素により異なる可能性があることをご承知おき下さい。 
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５．四半期連結財務諸表 

（１）四半期連結貸借対照表                                  （単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成 19 年６月期 科  目 注記 

番号 
金 額 金  額 金  額 

（資産の部）  

Ⅰ 流動資産  

１.現金及び預金          1,180,159 1,098,807 1,263,288

２.売掛金  100,963
149,348

159,955

３.前払費用  9,286
17,960

23,375

４.繰延税金資産  2,356       9,373 5,218

５.未収入金  92,782 － －

６.その他    3,201          1,245                641

   貸倒引当金        △49              △87 △94

流動資産合計     1,388,701 1,276,647          1,452,384

Ⅱ 固定資産  

 １.有形固定資産 ※1 

（1）建物及び構築物  1,937 20,613 20,391

（2）器具及び備品  59,112          109,841 80,244 

   有形固定資産合計   61,049            130,454             100,636

２.無形固定資産  

（1）のれん  10,944 8,755 9,302

（2）特許権  4,323             3,258              3,472

（3）商標権  4,840            6,629              6,169

（4）意匠権  181               156                152

（5）ソフトウェア  10,410            36,210             44,304

（6）ソフトウェア仮勘定  25,895            29,235             7,052

無形固定資産合計  56,595           84,246             70,454

 ３.投資その他の資産  

（1）投資有価証券 ※２ 13,625            92,213              72,213

（2）差入保証金  18,776            81,564             43,002

（3）長期貸付金  － 30,000 －

（4）繰延税金資産  5,059             8,357              7,099

（5）その他  4,623             5,680              5,418

  投資その他の資産合計  42,085            217,816             127,733

  固定資産合計  159,730          432,517            298,824

資産合計  1,548,432         1,709,165          1,751,209

 



 5

 

前年同四半期 
（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成 19 年６月期 科  目 注記 

番号 
金 額 金  額 金  額 

(負債の部）  

Ⅰ 流動負債  

１.買掛金  4,851             12,753              9,735 

２.未払金  41,635            104,704             55,176

３.未払法人税等  1,672            4,138             65,934

４.未払消費税等  4,209             3,793              12,085

５.前受金  16,210            22,053             25,859

６.預り金  8,804            14,931              9,504

７.その他  104        －                 －

流動負債合計  77,488            162,375 178,296

負債合計  77,488 162,375 178,296

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１.資本金  676,623 685,973 685,773

２.資本剰余金  646,423            655,773            655,573

３.利益剰余金  136,157           198,712            223,319

株主資本合計  1,459,203    1,540,458 1,564,665

Ⅱ 新株予約権  － 481 －

Ⅲ 少数株主持分  11,740 5,850 8,247

  純資産合計  1,470,944 1,546,789 1,572,913

  負債・純資産合計  1,548,432 1,709,165 1,751,209
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（２）四半期連結損益計算書                              （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 科  目 
注記 

番号 

金 額 金  額 金  額 

Ⅰ 売上高  154,519 272,916 923,634 

Ⅱ 売上原価  71,180 117,824 362,080 

売上総利益  83,339 155,092 561,554 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 87,282 187,994 397,398 

営業利益（△損失）  △3,943 △32,902 164,155 

Ⅳ 営業外収益  202 1,112 1,697 

１.受取利息  81 848 636 

２.雑収入  121 263 1,059 

Ⅴ 営業外費用  33 － 218 

１.雑損失  33 － 218 

経常利益（△損失）  △3,774 △31,790 165,634 

Ⅵ  特別利益  890 7 764 

１.貸倒引当金戻入額  890 7 764 

Ⅶ  特別損失  － － 9,269 

１.固定資産除却損 ※２ － － 2,205 

 ２.本社移転費用  － － 6,310 

３.出版匿名組合清算損  － － 753 

税金等調整前年同四半期

(当期)純利益（△損失） 

 
△2,884 △31,782 157,129 

法人税、住民税及び事業税  584 635 81,830 

法人税等調整額（△貸方）  683 △5,413 △4,217 

少数株主利益（△損失）  △411 △2,397 △3,904 

四半期(当期)純利益 

（△損失） 
 

 

△3,740 △24,607 83,421 
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（３）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前年同四半期 （自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日）                    （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

少数株主 

持分 
純資産合計

平成 18 年６月 30 日残高 676,273 646,073  139,898 1,462,244 1,141 1,463,385

当四半期中の変動額        

新株の発行 350 350  － 700 － 700

四半期純損失  － － △3,740 △3,740 － △3,740

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
 － － － －  10,599 10,599

当四半期中の変動額合計 350 350 △3,740 △3,040 10,599 7,558

平成 18 年９月 30 日残高 676,623 646,423 136,157 1,459,203 11,740 1,470,944

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 19 年９月 30 日）                    （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

新株 

予約権 

少数株主 

持分 
純資産合計

平成19年６月30日残高 685,773 655,573 223,319 1,564,665 － 8,247 1,572,913

当四半期中の変動額          

新株の発行 200 200  － 400 － － 400

四半期純損失  － － △24,607 △24,607 － － △24,607

株主資本以外の項目

の当四半期中の変動

額（純額） 

 － － － －  481 △2,397 △1,915

当四半期中の変動額 

合計 
200 200 △24,607 △24,207  481 △2,397 △26,123

平成 19年９月30日残高 685,973 655,773 198,712 1,540,458  481 5,850 1,546,789

 

 

前連結会計年度 （自平成 18 年７月１日 至平成 19 年６月 30 日）                 （単位：千円） 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

少数株主 

持分 
純資産合計

平成 18 年６月 30 日残高 676,273 646,073  139,898 1,462,244 1,141 1,463,385

連結会計年度中の変動額        

新株の発行 9,500 9,500  － 19,000 － 19,000

当期純利益  － － 83,421 83,421 － 83,421

株主資本以外の項目の 

連結会計年度中の変動額

（純額） 

 － － － －  7,105 7,105

連結会計年度中の変動額 

合計 
9,500 9,500 83,421 102,421 7,105 109,527

平成 19 年６月 30 日残高 685,773 655,573 223,319 1,564,665 8,247 1,572,913
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（４）四半期連結キャッシュ・フロー計算書                     （単位：千円） 

前年同四半期 
（平成 19 年６月期

第１四半期）

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成 19 年６月期 区  分 注記

番号
金  額 金  額 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前年同四半期(当期)純
利益(△損失) 

△2,884 △31,782 157,129

のれん償却額  － 547 1,641
減価償却費  8,663 28,673 79,338
固定資産除却損  － － 2,205
貸倒引当金の減少額  △1,051 △7 △1,005
出版匿名組合清算損  － － 753
受取利息  △81 △848 △636
売上債権の増減額(△増加額)  36,136 10,607 △22,855
前払費用の増減額(△増加額)  △1,734 5,415 △15,823
未収入金の増加額  △92,782 － －
仕入債務の増加額  1,103 3,018 5,987
未払金の増減額(△減少額)  △18,428 25,554 △19,095
未払消費税等の増減額(△減少額)  △2,835 △8,292 5,040
前受金の増減額(△減少額)  △2,257 △3,805 7,391
預り金の増加額  2,082 5,427 2,782
その他  △6,477 148 △900

小  計  △80,547 34,655 201,952
利息の受取額  81 848 636
法人税等の支払額  △21,952 △62,702 △42,022

営業活動によるキャッシュ・フロー  △102,418 △27,197 160,567
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出  △4,277 △18,580 △57,104
無形固定資産の取得による支出  △5,563 △30,277 △66,531
投資有価証券の取得による支出  △12,000 △20,000 △72,000
長期貸付けによる支出   － △30,000 －
保証金の差入による支出   － △38,562 △42,760
保証金の返還による収入  － － 18,534
保険積立金による支出  △246 △262 △1,040
連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の取得による収入 

※２ 601 － 601

その他  － － 659
投資活動によるキャッシュ・フロー  △21,485 △137,682 △219,642

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   
株式の発行による収入  700 400 19,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  700 400 19,000
Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  △123,203 △164,480 △40,075
Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,303,363 1,263,288 1,303,363
Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,180,159 1,098,807 1,263,288
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（５）注記事項 

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 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）
（参考） 

平成19年６月期 

１ 連結の範囲
に関する事
項 

連結子会社の数  ２社 
 連結子会社名 
  株式会社 OK LABEL 

オウケイノーツ株式会社 
 
上記のうち、オウケイノー

ツ株式会社については、当第
１四半期連結会計期間におい
て新たに株式を取得したこと
により、連結範囲に含めてお
ります。 

連結子会社の数  ２社 
 連結子会社名 
  株式会社 OK LABEL 

オウケイノーツ株式会社 
  
    

連結子会社の数  ２社 
 連結子会社名 
  株式会社 OK LABEL 

オウケイノーツ株式会社 
 
上記のうち、オウケイノー

ツ株式会社については、当連
結会計年度において新たに株
式を取得したことにより、連
結範囲に含めております。 

２ 持分法の適
用に関する
事項 

該当事項はありません。 持分法適用会社の数 １社 
持分法適用会社名 
株式会社OKライフ 
（旧社名:熱民株式会社） 
株式会社OKライフについて

は、当第１四半期連結会計期
間において新たに株式を取得
したことにより持分法の適用
範囲に含めております。 

該当事項はありません。 

３ 連結子会社
の第１四半
期 決 算 日
（ 事 業 年
度）等に関
する事項 

連結子会社のうち、株式会社
OK LABELの第１四半期の末日
は、第１四半期連結決算日と一
致しております。オウケイノー
ツ株式会社の第１四半期決算
日は、６月30日であります。 
 第１四半期連結財務諸表の
作成に当たっては、連結子会社
の第１四半期決算日現在の財
務諸表を使用しております。た
だし、第１四半期連結決算日ま
でに発生した重要な取引につ
いては、連結上必要な調整を行
っております。 

同左 連結子会社のうち、株式会社
OK LABELの決算日は、連結決算
日と一致しております。オウケ
イノーツ株式会社の決算日は、
3月31日であります。 
 連結財務諸表の作成にあた
っては、連結子会社の決算日現
在の財務諸表を使用しており
ます。ただし、連結決算日まで
に発生した重要な取引につい
ては、連結上必要な調整を行っ
ております。 
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項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）
（参考） 

平成19年６月期 

４ 会計処理基
準に関する
事項 

（1）重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの  
   第１四半期連結決

算日の市場価格等に
基づく時価法(評価
差額は全部純資産直
入法により処理し、
売却原価は移動平均
法により算定)を採
用しております。 

 時価のないもの 
   移動平均法による

原価法 

（1）重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの  
   同左 
 
 
 
 
 
 
 
 時価のないもの 
   同左 
 

 

（1）重要な資産の評価基準及び
評価方法 

①有価証券 
その他有価証券 
 時価のあるもの  

連結決算日の市場
価格等に基づく時価
法(評価差額は全部
純資産直入法により
処理し、売却原価は
移動平均法により算
定)を採用しており
ます。  

時価のないもの 
  同左 

 
 

 （2）重要な減価償却資産の減価
償却の方法 

①有形固定資産 
定率法を採用しておりま

す。（ただし、平成10年４月
１日以降に取得した建物（附
属設備を除く）については定
額法を採用しております。）
 
 
 
なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 
建物及び構築物３年～18年 
器具及び備品 ４年～８年 

（2）重要な減価償却資産の減価
償却の方法 

①有形固定資産 
同左 
 
 
 
 
 
 
 

なお、主な耐用年数は次の
とおりであります。 
建物及び構築物３年～18年
器具及び備品 ４年～10年 
 

（2）重要な減価償却資産の減価
償却の方法 

①有形固定資産 
定率法を採用しておりま

す。なお、平成19年３月31日
以前に取得した固定資産につ
いては、旧定率法によってお
ります。また、平成10年４月
１日以降に取得した建物（附
属設備を除く。）については定
額法を採用しております。 
なお、主な耐用年数は次の

とおりであります。 
建物及び構築物３年～18年
器具及び備品 ４年～10年

 

②無形固定資産 
定額法を採用しておりま

す。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(６ヶ月～
２年)に基づいております。 

  また、のれんは５年以内で
均等償却しております。 

②無形固定資産 
同左 

 
 
 

 

②無形固定資産 
同左 

 
 
 

 

 

（3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
債権の貸倒による損失に

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。 

（3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
    同左 

（3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

       同左 
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項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）
（参考） 

平成19年６月期 

 ４ 会計処理基 
   準に関する 

事項 

（4）重要なリース取引の処理方
  法 
当社及び国内連結子会社は、

リース物件の所有権が借主に
移転すると認められるもの以
外のファイナンス・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。 

（4）重要なリース取引の処理方
  法 

同左 
 

（4）重要なリース取引の処理方
  法 

同左 
 

 

(5)その他四半期連結財務諸表
作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっておりま
す。 

(5)その他四半期連結財務諸表
作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

(5)その他連結財務諸表作成の
ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

５ 四半期連結
キ ャ ッ シ
ュ・フロー計
算書におけ
る資金の範
囲 

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ヶ月以内に償還
期限の到来する短期投資から
なっております。 

同左 同左 
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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の変更 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 
当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 
（参考） 

平成19年６月期 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第１四半期連結会計期間より、
「企業結合に係る会計基準」（企業会計
審議会平成15年10月31日）及び「事業
分離等に関する会計基準」（企業会計
基準第７号平成17年12月27日）並びに
「企業結合会計基準及び事業分離等会
計基準に関する適用指針」（企業会計
基準適用指針第10号平成17年12月27
日）を適用しております。 

 

―――― 

（企業結合に係る会計基準等） 

当連結会計年度より、「企業結合に係

る会計基準」（企業会計審議会 平成15

年10月31日）及び「事業分離等に関す

る会計基準」（企業会計基準第7号 平

成17年12月27日）並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に関す

る適用指針」（企業会計基準適用指針第

10号 平成17年12月27日 最終改正平

成18年12月22日）を適用しております。

 
―――― 

 

―――― 

（固定資産の減価償却の方法） 

 当連結会計年度より、「所得税法等の

一部を改正する法律」（平成19年法律第

６号）、「法人税法施行令の一部を改正

する政令」（平成19年政令第83号）及び

「減価償却資産の耐用年数等に関する

省令の一部を改正する省令」（平成19

年財務省令第21号）が平成19年４月１

日から施行されたことに伴い、平成19

年４月１日以降に取得したものについ

ては、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。 

 この変更による損益への影響は軽微

であります。 

 

 

（表示方法の変更） 

前年同四半期 
（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 
（平成20年６月期第１四半期） 

 
―――――― 

(四半期連結貸借対照表) 
従来、区分掲記していた「未収入金」は、総資産の100

分の５以下となったため、当第１四半期連結会計期間より
流動資産の「その他」に含めて表示することといたしまし
た。なお、当第１四半期連結会計期間において流動資産の
「その他」に含まれる未収入金の金額は580千円でありま
す。 
 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書) 
従来、区分掲記していた「未収入金の増減額」は、その

金額的重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結会計
期間より営業活動によるキャッシュ･フローの「その他」
に含めて表示することといたしました。なお、当第１四半
期連結会計期間において営業活動によるキャッシュ･フロ
ーの「その他」に含まれる未収入金の増減額の金額は41
千円（減少）であります。 
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(四半期連結貸借対照表関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

       60,759千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       95,020千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       84,350千円

※２ ―――――― 

 

 

※２ 関連会社に対するものは次のと

おりであります。 

 投資有価証券（株式） 20,000千円

  

※２ ―――――― 

 

 

(四半期連結損益計算書関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

※１  販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

役員報酬 18,030千円

従業員給与 19,755千円

支払報酬・手数料 16,736千円

 

 
 

※１  販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

役員報酬 31,974千円

従業員給与 37,509千円

支払報酬・手数料 24,836千円

広告宣伝費 29,148千円

採用教育費 17,880千円

のれん償却額 547千円

     

※１  販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は次のとおり

であります。 

役員報酬 75,157千円

従業員給与 112,875千円

支払報酬・手数料 54,820千円

広告宣伝費 43,952千円

のれん償却額 1,641千円

   

※２ ―――――― 

       

      

※２  ―――――― 

       

      

※２  固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。      

建物及び構築物 1,215千円

器具及び備品 34千円

特許権 650千円

商標権 304千円

合計 2,205千円
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(四半期連結株主資本等変動計算書関係) 

前年同四半期 （自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式 70,400 35 ― 70,435

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の行使による増加       35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 

  該当事項はありません。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 
当第１四半期 

連結会計期間末 

普通株式 71,825 20 ― 71,845

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株予約権の行使による増加     20株 

 

２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類 

前連結会計年

度末 
増加 減少 

当第１四半期 

連結会計期間末 

当第１四半期 

連結会計期間 

末残高 

（千円） 

第10回新株予約権 普通株式 ― 120 ― 120 134

第11回新株予約権 普通株式 ― 190 ― 190 346

合計 ― ― 310 ― 310 481

（注） 第10回及び第11回の増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

 

３ 配当に関する事項 

  該当事項はありません。 
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前連結会計年度 （自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

１ 発行済株式の種類及び総数に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式 70,400 1,425 ― 71,825

（変動事由の概要） 

 増加数の内訳は、次のとおりであります。 

  新株引受権の行使による増加      950株 

  新株予約権の行使による増加      475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 

  該当事項はありません。 

 

 (四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期

連結会計期間末残高と第１四半期

連結貸借対照表に掲載されている

科目の金額との関係 

（平成18年９月30日現在） 

 現金及び預金勘定   1,180,159千円 

 現金及び現金同等物   1,180,159千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の第１四半期

連結会計期間末残高と第１四半期

連結貸借対照表に掲載されている

科目の金額との関係 

（平成19年９月30日現在）

 現金及び預金勘定   1,098,807千円 

 現金及び現金同等物 1,098,807千円 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲載されている

科目の金額との関係 

（平成19年６月30日現在）

 現金及び預金勘定  1,263,288千円 

 現金及び現金同等物 1,263,288千円 

 

 

 ※２ 株式の取得により新たに連結子会

社となった会社の資産及び負債の

主な内訳 

 株式の取得により新たにオウケイノ

ーツ株式会社を連結したことに伴う連

結開始時の資産及び負債の内訳並びに

同社株式の取得価額と株式取得のため

の収入（純額）との関係は次のとおりで

あります。 

（千円） 

流動資産 35,755

のれん 10,944

流動負債 △689

少数株主持分 △11,010

株式の取得価額 35,000

現金及び現金同等物 △35,601

差引:株式の取得による収入 601

 
 

 



 

16

(リース取引関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

会社の事業内容に照らして重要性

が乏しく、また契約１件当たりの金額

が少額のため、中間連結財務諸表規則

第15条において準用する財務諸表等

規則第８条の６第６項の規定により、

記載を省略しております。 

同左 

 

会社の事業内容に照らして重要性

が乏しく、また契約１件当たりの金額

が少額のため、連結財務諸表規則第15

条の３において準用する財務諸表等

規則第８条の６第６項の規定により、

記載を省略しております。 

 

(有価証券関係) 

１ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）

（参考） 

平成19年６月期 
 

四半期連結貸借対照表 

計上額(千円) 

四半期連結貸借対照表 

計上額(千円) 

連結貸借対照表 

計上額(千円) 

その他有価証券                                         

非上場株式 13,625 72,213 72,213

合計 13,625 72,213 72,213

 

 

(デリバティブ取引関係) 

前年同四半期 （自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前連結会計年度 （自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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(ストック・オプション等関係) 

前年同四半期 （自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

１．当該第１四半期連結会計期間における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費        481 千円 
 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

当第 1 四半期連結会計期間において付与したストック･オプションは、以下のとおりであります。 

会社名 提出会社 提出会社 

決議年月日 平成18年９月23日 平成18年９月23日 

付与対象者の区分及び人数 
当社取締役５名 

当社監査役３名 
当社従業員11名 

ストック・オプション数（注） 普通株式 120株 普通株式 190株 

付与日 平成19年９月14日 平成19年９月14日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時に

おいても当社の取締役、監査役、

従業員または顧問の地位にあるこ

とを要するものとする。ただし、

当社取締役会において承認を得た

場合にはこの限りではない。 

この他、新株予約権の行使の条

件は、当社取締役会決議に基づき、

当社と新株予約権者との間で締結

する新株予約権割当契約に定める

ところによる。 

同左 

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 
平成21年10月１日から 

平成26年９月30日まで 

平成20年10月１日から 

平成25年９月30日まで 

権利行使価格（円） 71,453 71,453 

付与日における公正な評価単価（円） 28,124 23,686 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

前連結会計年度 （自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 
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 (１株当たり情報) 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり純資産額 20,717円02銭 21,441円41銭 21,784円42銭

１株当たり第１四半期
(当期)純利益又は損失
（△損失）      

△53円12銭 △342円54銭 1,180円15銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

１株当たり当期純損失

が計上されているため、記

載を省略しております。 

同左  1,135円61銭

 

 

（注）１. １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）

（参考） 

平成19年６月期 

純資産の部の合計額 (千円) 1,470,944 1,546,789 1,572,913

純資産の部の合計額から控除す

る金額 (千円) 
11,740 6,331 8,247

 （うち、新株予約権） 
 （うち、少数株主持分） 

(─)

(11,740)

(481)

(5,850)

(─)

(8,247)

普通株式に係る純資産額 (千円) 1,459,203 1,540,458 1,564,665

期末の普通株式の数（株） 70,435 71,845 71,825

 

（注）２. １株当たり四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の

算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり第１四半期（当
期）純利益又は純損失 

第１四半期（当期）純利益
又は純損失（△損失） 
(千円) 

△3,740 △24,607 83,421

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益又は純損
失（△損失）(千円) 

△3,740 △24,607 83,421

普通株式の期中平均株式
数(株) 

70,418 71,839 70,687

潜在株式調整後１株当た
り第１四半期（当期）純利
第１四半期（当期）純利益
調整額（千円） 

― ― ―

普通株式増加数（株） ― ― 2,772 

（うち新株引受権） (―) (―) （923）

（うち新株予約権） (―) (―) （1,849）

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第１四半期（当期）純
利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

― ― ― 
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(重要な後発事象) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

 平成19年10月４日開催の当社取締役
会において、第三者割当による新株式
発行を以下のとおり決議し、払い込み
が完了いたしました。 
  
(1)発行新株式の

種類及び数 

当 社 普 通 株 式

4,500株 

(2)発行価額 

 

1株につき 

金64,260円 

(3)発行価額の総

額 
289,170,000円 

(4)資本組入額 

 
144,585,000円 

(5)申込期日 

 
平成19年10月18日

(6)払込期日 

 
平成19年10月19日

(7)割当先及び株

式数 

楽 天 株 式 会 社

4,500株 

(8)増資の理由 業務提携に伴う資

本関係の強化 

 
 

平成19年９月14日開催の当社取締役
会において、第７回定時株主総会決議で
承認されたストック・オプションとして
発行する新株予約権の具体的な発行内
容について以下のとおり決議し、新株予
約権を発行しました。 

      
(1)新株予約権の発

行日 
平成19年９月14日

(2)新株予約権の発

行数 

120 個（新株予約権

1 個につき 1株） 

(3)新株予約権の発

行価額 
無償 

 (4)新株予約権の目

的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式120株

 (5)新株予約権の行

使に際しての払

込金額 

１株につき 

  71,453 円 

 (6)新株予約権の行

使により発行す

る株式の発行価

額の総額 

8,574,360 円 

 (7)新株予約権の行

使期間 

平成21年 10月 1日

から 

平成26年 9月 30日

まで 

 (8)新株予約権の行

使により新株を

発行する場合の

発行価額のうち

資本に組入れる

額 

4,287,180 円（1 株

につき 35,727 円）

 (9)新株予約権の割

当対象者数 

当社取締役 5 名 

当社監査役 3 名 
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前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

  
―――― 

      
(1)新株予約権の発

行日 
平成19年９月14日

(2)新株予約権の発

行数 

190 個（新株予約権

1 個につき 1株） 

(3)新株予約権の発

行価額 
無償 

 (4)新株予約権の目

的となる株式

の種類及び数 

当社普通株式190株

 (5)新株予約権の行

使に際しての払

込金額 

１ 株 に つ き

71,453 円 

 (6)新株予約権の行

使により発行す

る株式の発行価

額の総額 

13,576,070 円 

 (7)新株予約権の行

使期間 

平成20年 10月 1日

から 

平成25年 9月 30日

まで 

 (8)新株予約権の行

使により新株を

発行する場合の

発行価額のうち

資本に組入れる

額 

6,788,035 円（1 株

につき 35,727 円）

 (9)新株予約権の割

当対象者数 
当社従業員 11 名 
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（６）セグメント情報 

 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前年同四半期 （自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日 ）        （単位：千円） 

 
ポータル 

事業 
ソリュー 
ション事業 

音楽事業 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 52,868 101,650 － 154,519     － 154,519 

営業費用 40,306 37,676 4,000 81,983 76,478  158,462 

営業利益(△
損失) 

12,561 63,973   △4,000   72,535 △76,478    △3,943 

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 19 年９月 30 日 ）        （単位：千円） 

 
ポータル 

事業 
ソリュー 
ション事業 

音楽事業 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 116,323 154,120 2,473 272,916     － 272,916 

営業費用 82,829 89,719 11,824 184,373 121,445  305,819 

営業利益(△
損失) 

33,493 64,401   △9,351   88,543 △121,445   △32,902 

 

〔参考〕 

前連結会計年度 （自平成 18 年 7 月１日 至平成 19 年６月 30 日）      （単位：千円） 

 
ポータル 

事業 
ソリュー 
ション事業 

音楽事業 計 
消去又 
は全社 

連結 

売上高 310,156 602,979   10,498 923,634     － 923,634 

営業費用 206,209 186,595 25,908 418,714 340,764  759,478 

営業利益 
(△損失) 

103,946 416,384  △15,410   504,920 △340,764    164,155 

  1.事業区分の方法 

   事業は、製品・サービスの系列及び市場の類似性を考慮して区分しております。 

2.各区分に属する主要な製品・サービス 

事業区分 主要製品・サービス 

ポータル事業 連携サービス、広告サービス 

ソリューション事業 OKWave Quick-A、 OKWave ASK-OK 

音楽事業 音楽ソフト企画 

3.前年同四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（76,478 千円）の主なものは、

役員報酬及び管理部門に係る費用等であります。 

当四半期における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（121,445 千円）の主なものは、役

員報酬及び管理部門に係る費用等であります。 

前連結会計年度における営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（340,764 千円）の主なもの

は、役員報酬及び管理部門に係る費用等であります。 

 

〔所在地別セグメント情報〕 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

〔海外売上高〕 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の 10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 
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６．四半期個別財務諸表 

（１）四半期貸借対照表                        （単位：千円） 
前年同四半期 

（平成 19 年６月期
第１四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 
平成 19 年６月期 科  目 注記 

番号 
金  額 金  額 金  額 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１.現金及び預金  1,137,274 1,055,882 1,223,169 

２.売掛金  81,909   145,461 157,686 

３.前払費用  9,286    16,960  21,199 

４.繰延税金資産  2,356 9,373 5,218 

５.未収入金  92,964 － － 

６.関係会社短期貸付金  20,000 40,000 20,000 

７.その他  1,341 1,939        1,174 

   貸倒引当金  △49        △87 △94 

流動資産合計  1,345,084 1,269,530  1,428,353 

Ⅱ 固定資産   

 １.有形固定資産 ※１  

（1）建物附属設備  1,936 20,613 20,391 

（2）器具及び備品  59,112      109,733     80,124 

   有形固定資産合計   61,049      130,346      100,516 

２.無形固定資産   

（1）特許権  4,323       3,258      3,472 

（2）商標権  4,840       6,629      6,169 

（3）意匠権  181         156        152 

（4）ソフトウェア  10,410      36,210     44,304 

（5）ソフトウェア仮勘定  25,895      29,235     7,052 

無形固定資産合計  45,651      75,490    61,151 

 ３.投資その他の資産   

（1）投資有価証券  13,625      72,213     72,213 

（2）関係会社株式  44,000 64,000 44,000 

（3）差入保証金  18,776     81,564     43,002 

（4）長期貸付金  － 30,000 － 

（5）繰延税金資産  5,059 8,357      7,099 

（6）保険積立金  4,623       5,680     5,418 

投資その他の資産合計  86,085      261,816    171,733 

   固定資産合計  192,785     467,653    333,401 

資産合計  1,537,870   1,737,183  1,761,755 
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前年同四半期 
（平成 19 年６月期

第１四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期

第１四半期） 

（参考） 
平成 19 年６月期 科  目 注記 

番号 
金  額 金  額 金  額 

（負債の部）   

Ⅰ  流動負債   

１.買掛金  4,851 12,096 9,420 

２.未払金  41,078     103,843     54,146 

３.未払法人税等  1,580       3,875     65,734 

４.未払消費税等  4,209     3,793     12,085 

５.前受金  16,210      22,053     25,859 

６.預り金  8,238       14,284      9,034 

７.その他  68    －         － 

流動負債合計  76,237      159,947 176,280 

負債合計  76,237 159,947 176,280 

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１.資本金  676,623 685,973 685,773 

２.資本剰余金   

(１)資本準備金 646,423 655,773 655,573 

 資本剰余金合計  646,423 655,773 655,573 

３.利益剰余金   

 (１)その他利益剰余金   

     繰越利益剰余金  138,586 235,008 244,129 

利益剰余金合計  138,586 235,008 244,129 

株主資本合計  1,461,632  1,576,754 1,585,475 

Ⅱ 新株予約権  － 481 － 

  純資産合計  1,461,632 1,577,235 1,585,475 

  負債・純資産合計  1,537,870 1,737,183 1,761,755 
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（２）四半期損益計算書                        （単位：千円） 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 科  目 
注記 

番号 

金 額 金  額 金  額 

Ⅰ 売上高  154,519 266,828 911,892

Ⅱ 売上原価  71,180 113,417 354,474

売上総利益  83,339 153,411 557,417

Ⅲ 販売費及び一般管理費  83,281 168,625 367,905

営業利益（△損失）  57 △15,214 189,512

Ⅳ 営業外収益  271 1,245 1,973

１.受取利息  149 987 913

 ２.雑収入  121 257 1,059

経常利益（△損失）  328 △13,968 191,486

Ⅴ  特別利益  890 7 764

１.貸倒引当金戻入額  890 7 764

Ⅵ  特別損失  － － 9,269

 １.固定資産除却損  － － 2,205

 ２.本社移転費用  － － 6,310

  ３.出版匿名組合清算損  － － 753

税引前年同四半期（当期）純利益 

（△損失） 
 1,218 △13,961 182,981

法人税、住民税及び事業税  572 572 81,693

法人税等調整額(△貸方)  683 △5,413 △4,217

   四半期（当期）純利益  

 （△損失） 
 △37 △9,120 105,505
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（３）四半期株主資本等変動計算書 

前年同四半期 （自平成 18 年７月１日 至平成 18 年９月 30 日）            （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 

 
資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計 

純資産合計 

平成 18 年６月 30 日残高 676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970 

当四半期中の変動額           

新株の発行 350 350 － 700 700 

四半期純損失  － － △37 △37 △37 

株主資本以外の項目の当四

半期中の変動額（純額） 
 － － － － － 

当四半期中の変動額合計 350 350 △37 662 662 

平成 18 年９月 30 日残高 676,623 646,423 138,586 1,461,632 1,461,632 

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 19 年９月 30 日）               （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益 

剰余金 

 
 

資本金 

資本準備金

繰越利益剰余金

株主資本合計

新株予約権 純資産合計 

平成 19 年６月 30 日残高 685,773 655,573 244,129 1,585,475 － 1,585,475 

当四半期中の変動額            

新株の発行 200 200 － 400  400 

四半期純損失  － － △9,120 △9,120  △9,120 

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額）
 － －  － － 481 481 

当四半期中の変動額合計 200 200 △9,120 △8,720 481 △8,239 

平成 19 年９月 30 日残高 685,973 655,773 235,008 1,576,754 481 1,577,235 
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前事業年度 （自平成 18 年７月１日 至平成 19 年６月 30 日）       （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金

 
 

資本金 

資本準備金 

繰越利益剰余金

株主資本合計 

純資産合計 

平成 18 年６月 30 日残高 676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970 

事業年度中の変動額           

新株の発行 9,500 9,500 － 19,000 19,000 

当期純利益  － － 105,505 105,505 105,505 

株主資本以外の項目の事

業年度中の変動額（純額） 
 － － － － － 

事業年度中の変動額合計 9,500 9,500 105,505 124,505 124,505 

平成 19 年６月 30 日残高 685,773 655,573 244,129 1,585,475 1,585,475 

 



 

27

（４）注記事項 

四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項 

項目 
前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

１ 資産の評価

基準及び評

価方法 

(1) 有価証券 

子会社株式 

移動平均法による原価法

を採用しております。 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   第１四半期決算日の市

場価格等に基づく時価法

(評価差額は全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は移動平均法によ

り算定)を採用しており

ます。 

  時価のないもの 

 移動平均法による原価

法を採用しております。

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

同左 

 

 

 

 

 

 

  時価のないもの 

同左 

 

(1) 有価証券 

子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 

その他有価証券 

  時価のあるもの 

   期末日の市場価格等に

基づく時価法(評価差額は

全部純資産直入法により

処理し、売却原価は移動平

均法により算定)を採用し

ております。 

 

  時価のないもの 

同左 

 

２ 固定資産

の減価償

却の方法 

(1) 有形固定資産 

 定率法を採用しておりま

す。（ただし、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附属

設備を除く）については定額

法）   

(1) 有形固定資産 

     同左 

(1) 有形固定資産 

   定率法を採用しておりま

す。なお、平成19年３月31日

以前に取得した固定資産に

ついては、旧定率法によって

おります。また、平成10年４

月１日以降に取得した建物

（附属設備を除く。）につい

ては定額法を採用しており

ます。 

   なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物及び構築物３年～18年 

器具及び備品 ４年～８年 

 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物及び構築物３年～18年 

  器具及び備品 ４年～10年 

  なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。 

  建物及び構築物３年～18年 

  器具及び備品 ４年～10年 

 (2) 無形固定資産 

定額法を採用しておりま
す。なお、自社利用のソフト
ウェアについては、社内にお
ける利用可能期間(６ヶ月～
２年)に基づいております。 

   

(2) 無形固定資産 

同左 

(2) 無形固定資産 

同左 
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項目 
前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

３ 引当金の計

上基準 

貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備え

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。 

貸倒引当金 

     同左 

貸倒引当金 

     同左 

４ リース取引

の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・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。 

     同左      同左 

５ その他四半

期財務諸表

（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 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

     同左 

消費税等の会計処理 

     同左 
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

 
―――― 

 

―――― 
（固定資産の減価償却の方法） 

 当事業年度より、「所得税法等の一部

を改正する法律」（平成19年法律第６

号）、「法人税法施行令の一部を改正す

る政令」（平成19年政令第83号）及び「減

価償却資産の耐用年数等に関する省令

の一部を改正する省令」（平成19年財務

省令第21号）が平成19年４月１日から

施行されたことに伴い、平成19年４月

１日以降に取得したものについては、

改正後の法人税法に基づく方法に変更

しております。 

 この変更による損益への影響は軽微

であります。 
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（表示方法の変更） 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

 
―――― 

(四半期貸借対照表) 
従来、区分掲記していた「未収入金」は、総資産の100

分の５以下となったため、当第１四半期会計期間より流動
資産の「その他」に含めて表示することといたしました。
なお、当第１四半期会計期間において流動資産の「その他」
に含まれる未収入金の金額は559千円であります。 
 

 

注記事項 

（四半期貸借対照表関係） 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     60,759千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     94,976千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     84,317千円 

 

（四半期損益計算書関係） 

前年同四半期 

（平成 19 年６月期 

第１四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第１四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 5,686千円

無形固定資産 2,977千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 10,658千円

無形固定資産 18,003千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 30,778千円

無形固定資産 48,527千円
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（株主資本等変動計算書関係） 
前年同四半期 （自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
     該当事項はありません。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
     該当事項はありません。 

 

前事業年度 （自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 
     該当事項はありません。 

 

 (リース取引関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

会社の事業内容に照らして重要性

が乏しく、また契約１件当たりの金額

が少額のため、中間財務諸表等規則第

５条の３において準用する財務諸表

等規則第８条の６第６項の規定によ

り、記載を省略しております。 

同左 

 

会社の事業内容に照らして重要性

が乏しく、また契約１件当たりの金額

が少額のため、財務諸表等規則第８条

の６第６項の規定により、記載を省略

しております。 

 
(有価証券関係) 

前年同四半期 （自平成18年７月１日 至平成18年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成19年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

 

前事業年度 （自平成18年７月１日 至平成19年６月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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 (１株当たり情報) 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり純資産額 20,751円51銭 21,946円62銭 22,074円15銭

１株当たり第１四半期
(当期)純利益又は損失
（△損失）     

△0円54銭 △126円96銭 1,492円57銭

潜在株式調整後１株当

たり第１四半期(当期)

純利益 

１株当たり当期純損失が計

上されているため、記載を省

略しております。 

同左 1,436円24銭

 

 

（注）１. １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。   

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

純資産の部の合計額 (千円) 1,461,632 1,577,235 1,585,475

純資産の部の合計額から控除す

る金額（千円） 
─ 481 ─

（うち、新株予約権）（千円） (─) (481) (─)

普通株式に係る純資産額 (千円) 1,461,632 1,576,754 1,585,475

期末の普通株式の数（株） 70,435 71,845 71,825
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（注）２. １株当たり四半期（当期）純利益又は純損失及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

上の基礎は、以下のとおりであります。   

 

項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期）

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり第１四半期（当
期）純利益又は純損失 

第１四半期（当期）純利益
又は純損失（△損失） 
(千円) 

△37 △9,120 105,505

普通株主に帰属しない金
額(千円) 

― ― ―

普通株式に係る第１四半
期（当期）純利益又は純損
失（△損失）(千円) 

△37 △9,120 105,505

普通株式の期中平均株式
数(株) 

70,418 71,839 70,687

潜在株式調整後１株当た
り第１四半期（当期）純利
益 

第１四半期（当期）純利益
調整額（千円） 

― ― ―

普通株式増加数（株） ― ― 2,772

（うち新株引受権） (―) (―) （923）

（うち新株予約権） (―) (―) （1,849）

希薄化効果を有しないた
め、潜在株式調整後１株当
たり第１四半期（当期）純
利益の算定に含めなかっ
た潜在株式の概要 

― ― ― 
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(重要な後発事象) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

 平成19年10月４日開催の当社取締役
会において、第三者割当による新株式
発行を以下のとおり決議し、払い込み
が完了いたしました。 
  
(1)発行新株式の

種類及び数 

当 社 普 通 株 式

4,500株 

(2)発行価額 

 

1株につき 

金64,260円 

(3)発行価額の総

額 
289,170,000円 

(4)資本組入額 

 
144,585,000円 

(5)申込期日 

 
平成19年10月18日

(6)払込期日 

 
平成19年10月19日

(7)割当先及び株

式数 

楽 天 株 式 会 社

4,500株 

(8)増資の理由 業務提携に伴う資

本関係の強化 
 

平成19年９月14日開催の当社取締役
会において、第７回定時株主総会決議で
承認されたストック・オプションとして
発行する新株予約権の具体的な発行内
容について以下のとおり決議し、新株予
約権を発行しました。 

      
(1)新株予約権の発

行日 
平成 19 年９月 14 日

(2)新株予約権の発

行数 

120 個（新株予約権 1

個につき 1株） 

(3)新株予約権の発

行価額 
無償 

 (4)新株予約権の目

的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式 120 株

(5)新株予約権の行

使に際しての払

込金額 

１株につき 

  71,453 円 

(6)新株予約権の行

使により発行す

る株式の発行価

額の総額 

8,574,360 円 

(7)新株予約権の行

使期間 

平成 21 年 10 月 1 日

から 

平成 26 年 9 月 30 日

まで 

(8)新株予約権の行

使により新株を

発行する場合の

発行価額のうち

資本に組入れる

額 

4,287,180 円（1株に

つき 35,727 円） 

(9)新株予約権の割

当対象者数 

当社取締役 5 名 

当社監査役 3 名 
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前年同四半期 

（平成19年６月期第１四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第１四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

 
―――― 

      
(1)新株予約権の発

行日 
平成 19 年９月 14 日

(2)新株予約権の発

行数 

190 個（新株予約権 1

個につき 1株） 

(3)新株予約権の発

行価額 
無償 

 (4)新株予約権の目

的となる株式の

種類及び数 

当社普通株式 190 株

 (5)新株予約権の行

使に際しての払

込金額 

１株につき 

  71,453 円 

 (6)新株予約権の行

使により発行す

る株式の発行価

額の総額 

13,576,070 円 

(7)新株予約権の行

使期間 

平成 20 年 10 月 1 日

から 

平成 25 年 9 月 30 日

まで 

 (8)新株予約権の行

使により新株を

発行する場合の

発行価額のうち

資本に組入れる

額 

6,788,035 円（1株に

つき 35,727 円） 

 (9)新株予約権の割

当対象者数 
当社従業員 11 名 

  
 

 

 


