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１．平成19年12月中間期の連結業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月中間期 611 52.5 5 △90.8 △9 － △47 －

18年12月中間期 401 35.8 63 39.0 64 39.8 33 19.3

19年６月期 923 － 164 － 165 － 83 －

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年12月中間期 △645 30 － －

18年12月中間期 472 01 452 58

19年６月期 1,180 15 1,135 61

（参考）持分法投資損益 19年12月中間期 △16百万円 18年12月中間期 －百万円 19年６月期 －百万円

(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

19年12月中間期 2,026 1,816 89.3 23,642 60

18年12月中間期 1,633 1,516 92.1 21,234 53

19年６月期 1,751 1,572 89.3 21,784 42

（参考）自己資本 19年12月中間期 1,809百万円 18年12月中間期 1,504百万円 19年６月期 1,564百万円

(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

19年12月中間期 17 △382 292 1,189

18年12月中間期 9 △93 9 1,229

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）

（％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
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 1,518 64.4 242 47.4 193 16.5 33 △60.4 431 18
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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）中間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（中間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に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　無

②　①以外の変更　　　　　　　　無

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年12月中間期 76,535株 18年12月中間期 70,875株 19年６月期 71,825株

②　期末自己株式数 19年12月中間期 －株 18年12月中間期 －株 19年６月期 －株

 

（参考）個別業績の概要

１．平成19年12月中間期の個別業績（平成19年７月１日～平成19年12月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年12月中間期 598 51.8 37 △49.8 38 △48.5 △3 －

18年12月中間期 394 33.5 74 36.6 74 37.5 42 20.7

19年６月期 911 － 189 － 191 － 105 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年12月中間期 △44 84

18年12月中間期 604 88

19年６月期 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

19年12月中間期 2,081 1,876 90.1 24,492 60

18年12月中間期 1,627 1,513 93.0 21,348 63

19年６月期 1,761 1,585 90.0 22,074 15

（参考）自己資本 19年12月中間期 1,874百万円 18年12月中間期 1,513百万円 19年６月期 1,585百万円

２．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）

（％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
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 1,488 63.2 294 55.1 286 49.4 123 16.6 1,607 11

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、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４ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当中間連結会計期間におけるわが国経済は、引き続き企業収益が好調であり、設備投資の増加等堅調な景気の推移

が見られる一方、原材料価格の上昇やサブプライムローン問題など株式、金融市場に不透明感も見られました。

  このような経済情勢のもと、インターネット利用は一般生活に溶け込み、一つのメディアの地位を確立しておりま

す。そして、インターネットの主要サービスである検索サイトが盛んに利用されることと合わせて、検索ではわから

ない疑問をQ&Aサイトで解決するというスタイルも確実に広がってきています。

  そのような背景のもと、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、登録者は平成20

年１月に100万人を突破しました。

　業務提携面では、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。また、医療情報サイト大手のソネット・エムスリー株式会社との提携で、医療や健

康に関する質問回答の場が拡大いたしました。

　多言語サービスについては、英語圏でのサービス展開のため米国に子会社となるOKWave Inc.を設立し、また翻訳ソ

フトウェア開発大手の株式会社クロスランゲージの第三者割当を引き受け、業務提携を行うなどの施策を実施しまし

た。

　さらに、音声通話と「OKWave」を連動させた世界初の音声Q&Aサービス「VOICE de OK」を立ち上げ、電話の音声だ

けでも質問できるサービスを開始いたしました。また、CTI（電話やFAXをコンピュータと連携させるシステム）ソ

リューションにおいて実績を持つ株式会社オープンコムと資本提携し、ペイパーコール広告市場（電話をかけた件数

に応じて広告費が発生する広告）への参入を進め、収益の拡大を見込んでおります。

　これらの提携や収益拡大を促進するため、人材採用を前倒しで行い、サーバーやネットワークシステムなどインフ

ラ整備に費用を投じました。

　以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高が、611,566千円（前年同期比52.5％増加）となり、営業利益は

5,873千円（前年同期比90.8％減少）、経常損失は9,195千円（前年同期は64,521千円の経常利益）、当期純損失は

47,549千円（前年同期は33,253千円の当期純利益）となりました。　

  事業の種類別セグメントの概況は以下のとおりであります。

  ポータル事業におきましては、Q&Aコミュニティサイト「OKWave」のQ&A総数は1,000万件を超え、NECビッグローブ

株式会社が運営するポータルサイト「BIGLOBE」と連携するなどした結果、売上高は、237,396千円（前年同期比94,575

千円増加、66.2％増加）、営業利益が、58,853千円（前年同期比692千円減少、1.1％減少）となりました。

  ソリューション事業におきましては、ASPに加えて大手通信会社、金融会社へのパッケージライセンス提供が寄与し、

売上高は、371,275千円（前年同期比119,990千円増加、47.7％増加）、営業利益が、195,643千円（前年同期比30,750

千円増加、18.6％増加）となりました。

  音楽事業におきましては、CD販売が軟調となり、売上高は、3,118千円（前年同期比3,797千円減少）、営業損失が、

18,661千円となりました。

  今後もインターネットをはじめ、あらゆる間口での質問回答の場が広がっていくと共に、「OKWave」に期待される

価値が高まってくると予想され、それに合わせて収益拡大が見込まれます。

  以上により、当社グループの平成20年６月期通期の連結業績につきましては、

　　連結売上高　　　1,518百万円

　　連結営業利益　　242百万円

　　連結経常利益　　203百万円

　　連結当期純利益　33百万円

を見込んでおります。

  なお、上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素

を含んでおります。実際の業績等は、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。

(2）財政状態に関する分析

 キャッシュフローの状況

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、当中間連結会計期間末には1,189,447

千円（前年同期比39,696千円減少）となりました。

  また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。

 (ア)営業活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュフローは、主に減価償却費62,423千円等の収入要因あった

ものの、法人税等の支払額62,900千円により相殺され、17,354千円（前年同期比7,643千円増加）の収入となりました。

 (イ)投資活動によるキャッシュ・フロー
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  当中間連結会計期間における投資活動によるキャッシュフローは、主に業務提携に伴う投資有価証券の取得、サー

バー等の固定資産の購入により、382,949千円（前年同期比289,519千円増加）の支出となりました。

 (ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー

  当中間連結会計期間における財務活動によるキャッシュフローは、第三者割当増資及び新株予約権の行使により

292,370千円（前年同期比282,870千円増加）の収入となりました。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社の基本方針として、株主への利益還元は重要な経営課題と認識しております。しかしこれまでは企業体質の強

化及び積極的な事業展開に備えるため、事業資金の流出を避け、内部留保の充実を図っており、剰余金の配当は実施

しておりません。今後も内部留保を充実させて参りますが、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案しつつ、

できる限り早期に株主への利益還元を行いたいと考えております。

  なお、当社は、中間配当と期末配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これらの剰余金の

配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であります。当社は、「取締役会の

決議により、毎年12月31日を基準日として、中間配当を行うことができる。」旨を定款に定めております。

(4）事業等のリスク

  以下において、当社の事業展開上その他に関してリスク要因となる可能性があると考えられる主な事項を記載して

おります。また、当社として必ずしも事業上のリスクとは考えていない事項につきましても、投資家の投資判断上あ

るいは当社を理解する上で重要であると考えられる事項については、投資家に対する積極的な情報開示の観点から以

下に開示しております。なお当社は、これらのリスク発生の可能性を認識した上で、発生の回避及び発生した場合の

対応に努める所存であります。

  本項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は本書提出日現在において判断したものであ

ります。

 １．当社の事業内容について

 (1)業界の動向について

  当社が提供しているポータル事業、ソリューション事業の収益の源泉は主に、Q&Aサイトの運営ノウハウを各クライ

アント企業へ、特にカスタマーサポートを目的として提供することで得る収入と、「OKWave」を媒体とするバナー広

告やテキスト広告による収入からなります。したがって、当社の業績はCRM（カスタマー・リレーションシップ・マネ

ジメント）市場及びインターネット広告市場の市場環境の変化に影響されると推察されます。しかしながら、Q&A自体

はカスタマーサポートにとどまらず様々な場面で利用されることや、Web上のコミュニティが今後もあらゆる事業可能

性を有していることから、当社の事業領域は既存の市場よりも、新たに創造される市場と考えたほうが適切であり、

そのため、より広範な市場の捕らえ方として、インターネット市場、特にWeb2.0関連や電子商取引関連、またはアウ

トソーシング市場での環境変化に影響されるとも考えられます。

①CRM市場の動向について

  日本におけるCRMアウトソーシングの平成18年の市場規模は、対前年比7.8％増の5,794億円となっております。同市

場は今後も成長を続け、平成23年の市場規模は9,200億円に達するものと推察されております。

　しかしながらCRM市場が予想通り拡大しない場合には、当社の事業及び業績に影響を与える可能性があります。

　（注）ミック経済研究所「CRMアウトソーシング市場の現状と展望2007」によっております。

②インターネット広告市場の動向について

  日本におけるインターネット広告市場は、ブロードバンドの普及を背景にマスメディアとの連動が進展しており、

特に平成14年にサービスが開始されたSEM（サーチエンジンマーケティング、検索結果連動型広告）は新たな広告手法

として定着し、インターネット広告市場の伸びに貢献しております。

　インターネット広告の平成18年の市場規模は対前年比29.3％増の3,630億円であり、今後も更に拡大していくものと

考えられます。

　しかしながら、何らかの予期せぬ要因により予想通りにインターネット広告市場が拡大しない場合、当社の業績に

影響を及ぼす可能性があります。

（注）株式会社電通「日本の広告費」によっております。

 

(2)情報の提供について

  当社が運営するWebサイト「OKWave」に提供される質問・回答、商品、サービスに関する評価情報等は、全てコミュ

ニティ利用者から提供される情報であります。当社は、より健全で質の高いコミュニティ運営を実現させるため、ユー

ザーの投稿度合いに応じてポイントやプレゼントを付与することによりユーザーの参加意識を高め、投稿のタイミン

グに応じて投稿誘引メールをユーザーに自動送付する等の施策を導入しておりますが、その提供を強制できるもので

はありません。
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  また、他のWebサイトと同様、コミュニティには質問に対する有用で好意的な回答だけでなく、誤った内容や誹謗中

傷等の悪意的な内容の回答、第三者の著作権やプライバシー権等の権利を侵害する内容の書き込みも寄せられる可能

性があります。

  何らかの原因によりこれらコミュニティ利用者からの質問・回答等が提供されない状況が続いた場合や、誤った内

容や誹謗中傷等の悪意的な内容の回答、第三者の著作権やプライバシー権等の権利を侵害する内容の書き込みが続い

た場合、当コミュニティの利用価値が薄れ、ユーザーからの信頼を失い当社の業績に悪影響を及ぼす可能性がありま

す。

(3)特定事業に対する依存について

  当社グループが提供するサービスは、ポータル事業、ソリューション事業、音楽事業に大別されます。現在、主力

製品である「Quick－A」を中心としたソリューション事業の売上高に対する比重が高く、第８期は602,979千円で売上

高全体の65.3％、第９期中間期は371,275千円で売上高全体の60.7%を占めております。

  ポータル事業による売上は堅調に増加傾向にあり、今後は「OKWave」の更なる知名度向上を図ることでソリューショ

ン事業売上との平準化を図っていく予定であります。しかしながら、ポータル事業が当該計画どおり遂行できず、ソ

リューション事業の提供先である各クライアント企業においてアウトソーシングへの意識が低下された場合等によっ

ては、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(4)重要な契約について

  当社は、下記のとおり当社の事業運営上重要と思われる契約を締結しております。契約先とは現在密接な関係にあ

り、今後も良好な関係を維持するよう最善を尽くしてまいりますが、取引条件や、ビジネスの方針に関して、両者で

合意に達しないケースや契約更新が出来ないことがあった場合、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

・会社名　　　エヌ・ティ・ティ　レゾナント株式会社

・契約の名称　システム利用契約 

・契約内容　　ポータルサイト「goo」に「OKWave」のコンテンツをOEM提供するための契約。

　　　　　　　コンテンツの著作権は基本的に両社共有となる。 

・契約期間　　平成14年２月23日から平成14年８月31日までとする。

　　　　　　　期間満了の３ヶ月前までにいずれか一方から継続しない申し出がない限り半年毎に継続する。

 

(5)技術革新への対応について

  当社が運営するWebサイト「OKWave」はインターネット関連技術を基盤としております。当社は進化する技術及び情

報の吸収に努め、多様化する顧客ニーズに対応できるよう努めておりますが、予定通り技術や情報の吸収がままなら

ない場合には、今後の技術革新や顧客ニーズの変化に対応できない恐れがあり、今後の事業展開に影響を及ぼす可能

性があります。

 

(6)他社との競合について

  当社はQ&Aサイトの必要性から「OKWave」を創設し、平成12年１月より運営を本格的に開始し、その運営を通して各

種ノウハウの蓄積に努めてまいりました。当社が保有するノウハウは、長い期間の中で蓄積された利用者からの質問・

回答の集積や日々のコミュニティ運営の中でのトライ＆エラーによって蓄積されたノウハウ等であり、新規参入企業

が一朝一夕に獲得できるものではないと考えております。当社は当該ノウハウを活かし良質なQ&Aサイトを提供するこ

とにより、市場優位性を確保していると認識しております。

  また、当社はQ&Aのコミュニティ運営と企業向けのソリューションを融合させた独特のビジネスモデルを構築してお

りますが、その２つを同時展開することは困難であると考えており参入障壁は高いと思われます。しかしながら、昨

今のQ&Aサイトの認知度やニーズの高まりにより、大手インターネット関連企業による当分野への参入が活発化し、そ

れらの企業がその豊富な資金力、総合力を持ってM&A等の手法等で競合事業の運営を開始した場合、当社にとっては大

きな競合となり、当社の業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。

 

(7)法的規制について

  当社の事業は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律（プロバイダー

責任制限法）」、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」の制約を受けますが、当社では順法精神のもと各法の

規制に従って業務を遂行しております。 

  日本のインターネット関連業界を取り巻く法的規制は、未整備の段階であり、インターネットのみを対象とした法

令等の規制はきわめて限定的であります。したがって、今後新たにインターネット関連業者を対象とした法的規制等

が制定され当社の業務の一部が制約を受ける場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

(8)個人情報の取り扱いについて
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  当社が保有するコミュニティ利用者等の個人情報及び顧客企業に関する情報の取り扱いについては、個人情報保護

法の施行に先駆け、平成17年１月にISMS（ISO27001）を取得し、厳重に社内管理しております。

  しかしながら、不正アクセス者等からの侵入により、上記の情報が違法に漏洩され、不正に使用される事態が起こっ

た場合には、当社への損害賠償請求や当社情報セキュリティーシステムに対する信用の失墜により、当社の業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。

 

(9)システムトラブルによるリスクについて

  当社の事業はインターネットを中心にした通信ネットワークに依存しており、ウイルスの侵入、自然災害、事故等

によりネットワークが切断された場合は、Webサイト運営等当社の営業に大きな影響を与えます。また、外部からの不

正アクセスやウイルスの攻撃等による犯罪、職員の過誤等により当社のデータが書き換えられたり、重要なデータを

消去または不正に入手される恐れがあります。

  上記のようなシステムトラブルの可能性に対し、当社はそれを防ぐためにサーバー監視体制の充実、データ量やア

クセス数増加に伴うハードウエアの増強等、負荷分散のための手段を講じております。

  しかしながら、これらの対策が十分でなく、上記のような障害が発生した場合には、当社に直接損害が生じるほか、

当社システムへの信頼性の低下を招きかねず、当社の事業に重大な影響を及ぼす可能性があります。

(10）知的財産権について

①ビジネスモデル特許

  当社はインターネットQ&Aコミュニティシステム、ヘルプデスクシステムについてビジネスモデル特許を申請してお

りますが、特許取得の可否及び時期についてはまだ明らかになっておりません。Q&Aコミュニティシステム、ヘルプデ

スクシステムに関する特許申請は他社によっても複数行われており、場合によっては当社の特許取得に影響を及ぼす

可能性があります。

②商標権

  当社はインターネット上で質問と回答を交換するQ&Aコミュニティサイトのブランドとして「OKWave」を用いており、

関連する商標を30件取得しております。当該ブランドは、商標権の取得により法的に保護されているとはいえ、他の

事業者または個人等により無断で商標を使用された場合には、当社ブランドの信頼性が揺らぐ危険性があり、このよ

うな事態が発生した場合には当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。また、当社はブランドも事業活動にお

ける重要な財産と認識しており、現在取得済みの商標権以外にも、積極的に取得する方針であります。しかし、当社

のサービスを表わす商標等を競合他社が取得した場合、その内容によっては競争の激化、もしくは当社への訴訟が発

生し、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(11)訴訟リスクについて

  当社が運営するWebサイト「OKWave」においては、サイト閲覧者が自由に質問・回答、及び商品、サービスに関する

様々な評価を書き込み、他の閲覧者に情報発信が出来る仕組みになっており、他のWebサイトと同様、コミュニティに

は質問に対する有用で好意的な回答だけでなく、誤った内容や誹謗中傷等の悪意的な内容の回答、第三者の著作権や

プライバシー権等の権利を侵害する内容の書き込みも寄せられる可能性があります。

  当社におきましては、コミュニティサイト内の情報等については何等の責任を負わない旨を当該サイト内で明示す

るとともに、ロボットにより24時間365日体制で自動的にチェックしております。更には社内に専門の投稿監視担当者

を任命し目視でサイト内の書き込み内容を確認し、明らかに誤った内容のものや、誹謗中傷等に該当するような書き

込み、第三者の権利侵害の可能性のある書き込みを発見した場合は、当該部分を削除するよう努めるとともに、併せ

てユーザー自身が不適切な投稿を当社に通知する仕組みも導入することで、より健全で質の高いコミュニティの運営

が遂行できるよう努力しております。

  しかしながら、サイト閲覧者により誹謗中傷や明らかに間違った回答等の書き込みがなされ、当社がそれを発見で

きなかった場合、また発見が遅れた場合、もしくは当社の判断で妥当な回答であると判断し削除しなかった場合には、

「OKWave」に対するユーザー等のロイヤリティーが低下し、Webサイト運営者として当社の責任が問われ訴訟を受ける

可能性があります。

 

(12)今後の事業展開について

①新規のサービス開発に伴うリスクについて

  当社は今後の事業展開として、ポータル事業の拡大に積極的に取り組んでまいります。

  ヘルプデスクの分野においては、ニーズの高まりに関わらず、業界従事者は減っている状況であるため、その決定

的な解決策として、「OKWave」のコンテンツや利用者をもとに新しいサービスを創出していくところに当社の市場価

値があると認識しております。そのため、「OKWave」そのものを国内において拡大するとともに、海外展開も視野に

入れることで事業の拡大を図ってまいります。同時にヘルプデスク分野において、これまでにない新しいサービスを

開発していく予定であります。
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  しかし、インターネット業界はスピードが速く、サービスの陳腐化が激しい業界であるため、全ての準備を万端に

整えてサービスを開始するのは逆にリスクを高めると考えております。よって、当初のサービス内容が十分でないこ

とに対するクレームを受ける可能性があり、かかる事態が生じた場合にはユーザーからの信頼を失い当社の業績に悪

影響を及ぼす可能性があります。

②設備投資について

  当社はアクセス数の急増やセキュリティ強化のため、システム環境への投資を行っていく予定であります。ハード

ウェアについては、必要なスペックを見極めながら随時投資していく予定でありますが、当該設備投資が計画通り進

捗しない場合、急増するアクセス数に対応することがままならない等の障害が生じ、当社の信頼を失う可能性があり

ます。

 

２．当社の経営について

(1)小規模組織であることについて

  当社は、平成19年12月31日現在において、役員９名、従業員67名（臨時従業員を除く）と小規模な組織で運営され

ており、内部管理体制もその規模に応じたものとなっております。

  今後は、当社の事業拡大や人員増加に応じて内部管理体制の一層の充実を図る方針でありますが、人材採用の不調

等何らかの原因で十分かつ適切な対応が出来なかった場合、当社の経営活動に悪影響が出る可能性があります。

 

(2)開発体制について

  当社は今後も、当社が運営するコミュニティサイトにおいて新機能追加によるサービスの強化や、コミュニティサ

イトの運営により蓄積された様々なコンテンツ、運営ノウハウ、システムノウハウをサービス化して販売するための、

新たなシステム開発を進めていく方針であります。

  今後の事業成長を確たるものにするためには、開発要員の増員を図る必要があるものと考えておりますが、これら

の体制が順調に進まない場合には、当社の業績に悪影響を及ぼす可能性があります。

 

(3)代表者への依存について

  当社の代表取締役社長である兼元謙任は「困っている人と、その解決策を知っている人をWeb上で引き合わせる場所

を提供する」という発想のもと当社を設立した人物であり、当社設立来代表取締役社長を務め、当社の経営方針及び

経営戦略全般の決定、その遂行において重要な役割を果たしております。また、取締役副社長である福田道夫は兼元

を補佐し事業推進すると共に、開発面においては当社の事業実現の原動力となっております。

 当社では、取締役会等の経営組織を整備することで、重要な意思決定については、両氏に過度に依存しない経営体制

を築くべく、情報の共有化等を諮っておりますが、そのような体制が確立されるよりも以前に、何らかの理由により

両氏が業務を執行できない事態となった場合、当社の事業戦略及び業績その他に重要な影響を与える可能性がありま

す。

 

(4)株主である楽天株式会社及び株式会社インプレスホールディングスについて

　楽天株式会社は、平成19年12月31日現在、当社発行済株式総数の20.8％を保有しており、当社の大株主であります。

当社は同社に対し連携サービス及びASPサービスを提供しております。

　株式会社インプレスホールディングスは、平成19年12月31日現在、当社発行済株式総数の9.2％を保有しており、当

社の大株主であります。当社は同社に対しASPサービスを提供しております。また、当社は経営に関する総合的な助言

を得るため、同社の取締役並びに同社子会社である株式会社インプレスR&Dの代表取締役を務める井芹昌信氏を社外取

締役として招聘しております。

 

(5)子会社及び持分法適用会社について

　当社の子会社である株式会社OK LABELは、当社事業の広告宣伝の一環として音楽レーベルを営む目的で平成17年７

月に設立され連結子会社となりましたが、平成20年２月に連結子会社の対象外となる予定です。

  当社の子会社であるオウケイノーツ株式会社は、携帯電話を利用したQ&Aサイトを展開しており、設立２期目であり

ます。当社の米国子会社となるOKWave Inc.は、平成19年11月に設立され１期目であります。

　また、当社の持分法適用会社である株式会社オーケーライフ及び株式会社オープンコムについても設立間もないた

め、上記子会社と合わせて業績が不安定であり、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

 

(6) 資金調達の使途について

  今回の公募増資により調達した資金は主に現存システムの増強、新規システムの開発と積極的な業務提携、及び業

容拡大に伴う運転資金に充当する予定であります。しかしながら、上記のシステム計画及び業務拡大の進捗が遅れ、

調達資金が計画通り使用されない場合、早期に投資家の期待にこたえる効果をあげられない可能性があります。
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(7)配当政策について

  当社はこれまで、事業資金の流出を避け且つ内部留保の充実を図るため、設立以来利益配当は実施しておりません。

今後も企業体質の強化及び積極的な事業展開に備えるため、内部留保を充実させる方針でありますが、株主への利益

還元も重要な経営課題と認識しており、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案しつつ利益配当も積極的に検

討する方針であります。

(8)新株予約権の行使による株式価値の希薄化について

  当社は、当社の役員、従業員及び外部アドバイザーに対して当社業績の向上の意欲や士気を高めることを目的とし

て新株予約権等のインセンティブプランを導入しており、現在、旧商法第280条ノ20、同280条ノ21に基づく新株予約

権（役員、従業員に対してはストックオプションとして）を割り当てております。これらの潜在株式数合計は2,285株

であり、当社の発行済株式数76,535株の3.0％に相当しております。当該新株予約権の行使により発行された新株は、

当社株式価値の希薄化や株式売買の需給への影響をもたらし、当社株価に影響する可能性があります。

 

（用語の説明）

■CRM：Customer Relationship Management

　情報システムを応用して企業が顧客と長期的な関係を築く手法のこと。

■ISO27001：International Organization for Standardization 27001

　企業などの組織が情報を適切に管理し、機密を守るための包括的な枠組みの国際規格。

　ISMS（情報セキュリティマネジメントシステム）適合性認証制度がISO27001に移行された。

■SEM：Search Engine Marketing

　検索エンジンから自社Webサイトへの訪問者を増やすマーケティング手法。
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２．企業集団の状況
 

 

サービス・システム 

コンテンツ・ノウハウ提供 

株式会社オウケイウェイヴ(当社) 
オウケイノーツ株式会社 
株式会社オーケーライフ 
株式会社オープンコム 

サービス 
コンテンツ 

提供 

サービス・コンテンツ提供 

一般ユーザー クライアント企業 

【 音 楽 事 業 】 

 株式会社 OK LABEL 

【 ポ ー タ ル 事 業 】【ソリューション事業】 
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  当社は、「世界中の人と人を信頼と満足でつないでいく」ことを理念として掲げております。あらゆる分野におい

て誰もが気軽に質問ができ、お互いに経験や知識を教えあうことにより助け合いができる場として、Q&Aサイト

「OKWave」を運営いたしております。このWebサイトを核に、FAQをひとつの知識資産として企業や個人に提供してい

くことを通じて「No.1 FAQ Company」となることを企業目標に掲げ、この分野において独自の製品、サービスを展開

しております。 

 

(2）目標とする経営指標

  当社は、成長性、収益性の観点から、重要な経営指標として、売上高、経常利益、導入クライアント数、ページ

ビュー数、Q&A数、会員数、利用者数をあげて企業価値の拡大を目指しております。

 

(3）中長期的な会社の経営戦略

  インターネットを取り巻く環境は、近年のブロードバンド化の進展や、携帯電話をはじめとするモバイル端末によ

るインターネット利用の増加により、インターネットの利用者はますます増加し、幅広い年齢層に広がっています。

このような環境の中、当社では次世代のインターネットの潮流であるWeb2.0、およびQ&Aサービスのリーディングカン

パニーとしての地位をより確固たるものとしていきたいと考えております。

  具体的には、「ポータル事業」「ソリューション事業」を柱に、当社のクライアントからの月額利用料収入という

安定収益基盤の拡大に加え、インターネットの利用拡大に伴い増加が予想されるクライアントからの従量料金の拡大

という、既存の収益モデルのさらなる拡大を目論んでいます。

  また、新たな収益基盤の確保のための施策として、第一にポータル事業では、近年インターネット業界では成長著

しい広告収入の拡大のほか、PC以外での利用を可能とするモバイル事業への展開、様々な専門業界向けサービスの展

開、将来的には個人間の知識流通市場の創造などを考えております。次にソリューション事業では、現在の直接販売

による販売のほか、各業種に強い代理店との提携による代理店政策により、収益の拡大を目指していく考えです。

(4）会社の対処すべき課題

１.競合について 

  大手のポータルがQ&Aサイトを運営し始めてきており、今後も大手による参入が予想されますが、８年間のQ&Aサイ

トの運営実績を糧に、今後もより深いノウハウを蓄積し続けていくことで対応してまいります。また、Q&Aサイト、ソ

リューションに特化し、他社にそれらを逆に提供することで共存していくことも可能であると考えております。

２．サポートのコストについて

 「OKWave」の利用者が増えるほど、投稿内容のチェックにコストがかかると思われますが、当社では既に次のような

対応を行った結果、ポータル事業の利益率が向上しております。１つは、投稿文章のパターンをもとに、投稿内容の

適否について自動的に判断するシステムを導入し、成果を上げていることであり、もう１つは、「OKWave」のユーザー

に当社独自の認定を与えて、サポートに協力してもらうプログラムを試行していることであります。今後もこれらを

柱として、サポートコストの効率化を図ってまいります。

３．個人情報の管理について

  当社では、「OKWave」の運営及びソリューションサービスの運営に伴い、個人情報を扱っておりますが、これを管

理する手法として第三者機関による信頼性の高い評価認定制度である「ISO27001」を取得して万全な体制を整えてお

ります。今後も「ISO27001」のチェック機能と対処プログラムをより強固にしていく必要があると考えております。

４.新規事業の展開について

　Q&Aコミュニティが市場に認知されてきたことを受けて、これまで、ユーザーに対して無料で行ってきた「OKWave」

のサービスを有料化し、本格的な知識市場を創造していくことが大きなビジネスになると認識しております。このた

めには無料、有料それぞれのサービスの住み分けを図り、ユーザーに対してそれぞれのサービスの利用メリットを啓

蒙していくことが重要であると考えております。 

 

(5）その他、会社の経営上重要な事項

 該当事項はありません。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,229,143   1,189,447  △39,696  1,263,288  

２. 受取手形   470   1,050  580  ―  

３. 売掛金   156,179   172,034  15,854  159,955  

４．前払費用   16,120   26,185  10,064  23,375  

５．繰延税金資産   3,513   2,322  △1,191  5,218  

６．その他   4,368   4,963  594  641  

貸倒引当金   △93   △101  △8  △94  

流動資産合計   1,409,703 86.3  1,395,901 68.9 △13,802  1,452,384 82.9

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1)建物附属設備  3,713   23,100    21,870   

減価償却累
計額

 1,874 1,838  3,501 19,599  17,760 1,478 20,391  

(2)器具及び備品  137,438   222,578    163,115   

減価償却累
計額

 65,574 71,864  106,689 115,889  44,024 82,871 80,244  

有形固定資産
合計

  73,703 4.5  135,488 6.7 61,785  100,636 5.8

２．無形固定資産            

 （1)のれん   10,397   8,208  △2,188  9,302  

(2)特許権   3,808   3,044  △763  3,472  

(3)商標権   4,893   6,389  1,495  6,169  

(4)意匠権   171   146  △25  152  

(5)ソフトウェア   23,743   49,367  25,623  44,304  

(6)ソフトウェア
仮勘定

  5,870   25,758  19,888  7,052  

無形固定資産
合計

  48,885 3.0  92,915 4.5 44,029  70,454 4.0

３．投資その他の
資産

           

(1)投資有価証券   72,213   259,768  187,555  72,213  

(2)長期貸付金   ―   30,000  30,000  ―  

(3)差入保証金   18,776   81,564  62,788  43,002  

(4)繰延税金資産   5,383   25,335  19,951  7,099  

(5)その他   4,892   5,943  1,051  5,418  

投資その他の
資産合計

  101,265 6.2  402,612 19.9 301,346  127,733 7.3

固定資産合計   223,854 13.7  631,016 31.1 407,161  298,824 17.1

資産合計   1,633,557 100.0  2,026,917 100.0 393,359  1,751,209 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   4,647   12,924  8,277  9,735  

２．未払金   48,695   98,312  49,616  55,176  

３．未払法人税等   35,115   20,420  △14,695  65,934  

４．未払消費税等   7,753   6,225  △1,527  12,085  

５．前受金   11,126   19,803  8,676  25,859  

６．預り金   10,048   13,182  3,133  9,504  

流動負債合計   117,387 7.2  170,869 8.4 53,482  178,296 10.2

Ⅱ　固定負債            

１．補償損失引当
金

  ―   40,000  40,000  ―  

固定負債合計   ― ―  40,000 2.0 40,000  ― ―

負債合計   117,387 7.2  210,869 10.4 93,482  178,296 10.2

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   681,023 41.7  831,958 41.0 150,935  685,773 39.1

２．資本剰余金   650,823 39.8  801,758 39.6 150,935  655,573 37.4

３．利益剰余金   173,151 10.6  175,770 8.7 2,618  223,319 12.8

株主資本合計   1,504,997 92.1  1,809,486 89.3 304,488  1,564,665 89.3

Ⅱ　新株予約権   ― ―  1,924 0.1 1,924  ― ―

Ⅲ　少数株主持分   11,173 0.7  4,636 0.2 △6,536  8,247 0.5

純資産合計   1,516,170 92.8  1,816,047 89.6 299,877  1,572,913 89.8

負債純資産合計   1,633,557 100.0  2,026,917 100.0 393,359  1,751,209 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間
期比

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   401,021 100.0  611,566 100.0 210,545  923,634 100.0

Ⅱ　売上原価   162,541 40.5  247,518 40.5 84,977  362,080 39.2

売上総利益   238,480 59.5  364,048 59.5 125,567  561,554 60.8

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  174,500 43.5  358,174 58.5 183,673  397,398 43.0

営業利益   63,979 16.0  5,873 1.0 △58,105  164,155 17.8

Ⅳ　営業外収益            

１．受取利息  82   1,712    636   

２．講演料等収入  ―   848    1,000   

３．雑収入  458 541 0.1 63 2,624 0.4 2,082 59 1,697 0.2

Ⅴ　営業外費用            

１．株式交付費  ―   1,089    ―   

２．為替差損  ―   558    ―   

３．持分法による
投資損失

 ―   16,044    ―   

４．雑損失  ― ― ― ― 17,692 2.9 17,692 218 218 0.1

経常利益(△損
失)

  64,521 16.1  △9,195 △1.5 △73,716  165,634 17.9

Ⅵ　特別利益            

１．貸倒引当金戻
入額

 796 796 0.2 ― ― ― △796 764 764 0.1

Ⅶ　特別損失            

１．固定資産除却
損

※２ 247   ―    2,205   

２．本社移転費用  ―   ―    6,310   

３．補償損失引当
金繰入額

 ―   40,000    ―   

４．出版匿名組合
清算損

 959 1,206 0.3 ― 40,000 6.5 38,793 753 9,269 1.0

税金等調整前
中間(当期)純
利益(△損失)

  64,111 16.0  △49,195 △8.0 △113,306  157,129 17.0

法人税、住民
税及び事業税

 32,634   17,304    81,830   

法人税等調整
額

 △796 31,837 7.9 △15,339 1,965 0.4 △29,872 △4,217 77,613 8.4

少数株主損失   △979 △0.2  △3,610 △0.6 △2,631  △3,904 △0.4

中間(当期)純
利益(△損失)

  33,253 8.3  △47,549 △7.8 △80,802  83,421 9.0
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 676,273 646,073 139,898 1,462,244

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 4,750 4,750  9,500

中間純利益   33,253 33,253

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

4,750 4,750 33,253 42,753

平成18年12月31日　残高（千円） 681,023 650,823 173,151 1,504,997

 少数株主持分 純資産合計

平成18年６月30日　残高（千円） 1,141 1,463,385

中間連結会計期間中の変動額   

新株の発行  9,500

中間純利益  33,253

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

10,031 10,031

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

10,031 52,784

平成18年12月31日　残高（千円） 11,173 1,516,170

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成19年６月30日　残高（千円） 685,773 655,573 223,319 1,564,665

中間連結会計期間中の変動額     

新株の発行 146,185 146,185  292,370

中間純利益(△損失)   △47,549 △47,549

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

    

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

146,185 146,185 △47,549 244,820

平成19年12月31日　残高（千円） 831,958 801,758 175,770 1,809,486

 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（千円） ― 8,247 1,572,913

中間連結会計期間中の変動額    

新株の発行   292,370

中間純利益(△損失)   △47,549

株主資本以外の項目の中間連結会
計期間中の変動額（純額）

1,924 △3,610 △1,686

中間連結会計期間中の変動額合計
（千円）

1,924 △3,610 243,134

平成19年12月31日　残高（千円） 1,924 4,636 1,816,047
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

 
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計

平成18年６月30日　残高（千円） 676,273 646,073 139,898 1,462,244

連結会計年度中の変動額     

新株の発行 9,500 9,500  19,000

当期純利益   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）

    

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

9,500 9,500 83,421 102,421

平成19年６月30日　残高（千円） 685,773 655,573 223,319 1,564,665

 少数株主持分 純資産合計

平成18年６月30日　残高（千円） 1,141 1,463,385

連結会計年度中の変動額   

新株の発行  19,000

当期純利益  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
（千円）

7,105 109,527

平成19年６月30日　残高（千円） 8,247 1,572,913
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間期比

前連結会計年度の要約連結
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）
金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

     

税金等調整前中間（当期）
純利益(△損失)

 64,111 △49,195 △113,306 157,129

減価償却費  32,389 62,423 30,034 79,338

のれん償却額  547 1,094 547 1,641

持分法による投資損失  ― 16,044 16,044 ―

固定資産除却損  247 ― △247 2,205

出版匿名組合清算損  959 ― △959 753

貸倒引当金の増減額（△減
少額）

 △1,006 7 1,013 △1,005

補償損失引当金の増加額  ― 40,000 40,000 ―

受取利息  △82 △1,712 △1,629 △636

売上債権の増加額  △19,549 △13,128 6,420 △22,855

前払費用の増加額  △8,568 △2,810 5,758 △15,823

仕入債務の増加額  899 3,189 2,289 5,987

未払金の増減額（△減少額）  △29,192 32,565 61,757 △19,095

未払消費税等の増減額（△
減少額）

 707 △5,859 △6,566 5,040

前受金の増減額（△減少額）  △7,340 △6,055 1,285 7,391

預り金の増加額  3,326 3,678 351 2,782

その他  △4,784 △1,699 3,085 △900

小計  32,662 78,542 45,879 201,952

利息の受取額  82 1,712 1,629 636

法人税等の支払額  △23,035 △62,900 △39,865 △42,022

営業活動によるキャッシュ・
フロー

 9,710 17,354 7,643 160,567

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

 △5,850 △58,164 △52,314 △57,104

無形固定資産の取得による
支出

 △15,665 △52,096 △36,430 △66,531

投資有価証券の取得による
支出 

 △72,000 △203,600 △131,600 △72,000

長期貸付けによる支出  ― △30,000 △30,000 ―

保証金の差入による支出  ― △38,562 △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  △514 △525 △10 △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

 601 ― △601 601

その他  ― ― ― 659

投資活動によるキャッシュ・
フロー

 △93,429 △382,949 △289,519 △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  9,500 292,370 282,870 19,000

財務活動によるキャッシュ・
フロー

 9,500 292,370 282,870 19,000

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

 ― △616 △616 ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額  △74,219 △73,841 378 △40,075

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

 1,303,363 1,263,288 △40,075 1,303,363

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

※１ 1,229,143 1,189,447 △39,696 1,263,288
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数　　　　　２社 連結子会社の数　　　　　２社 連結子会社の数　　　　　２社

 　連結子会社名

　株式会社OK LABEL

　連結子会社名

　株式会社OK LABEL

　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、当中間連結会計期

間において新たに株式を取得したこ

とにより、連結の範囲に含めており

ます。

　オウケイノーツ株式会社

 

 

　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、連結の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。 (1) 持分法適用の関連会社の数　　

　２社

　会社名

　　株式会社OKライフ

    株式会社オープンコム

　上記２社については、当中間連結

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。

(2) 持分法適用会社のうち、中間決

算日が中間連結決算日と異なる

会社については、各社の事業年

度又は四半期会計期間に係る財

務諸表を使用しております。

該当事項はありません。

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

　連結子会社のうち、株式会社OK 

LABELの中間期の末日は、中間連結

決算日と一致しております。オウケ

イノーツ株式会社の中間決算日は、

９月30日であります。

　中間連結財務諸表の作成に当たっ

ては、連結子会社の中間決算日現在

の財務諸表を使用しております。た

だし、中間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。

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

　中間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。

(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

(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

移動平均法による原価法

 時価のないもの

同左

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。）

 

 

 

(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、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(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

 

 

 

 

 

 

 

－ 17 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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）

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 建物附属設備　　３～18年

器具及び備品　　４～８年

建物及び構築物　８～18年

器具及び備品　　４～10年

建物及び構築物　８～18年

器具及び備品　　４～10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

   ②　補償損失引当金

　将来の補償損失に備えるため、

当中間連結会計期間末における負

担見込額を計上しております。

 

    

 (4）――――― (4）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により円

貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。

(4）―――――

 (5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

    

 (6）その他中間連結財務諸表作成の

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。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

同左

(6）その他連結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

同左

    

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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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中間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

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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）

 (企業結合に係る会計基準等)

　当中間連結会計期間より、「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

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

────── (中間連結損益計算書)

　前中間連結会計期間において、営業外収益の「雑収入」と

して表示していた講演料等収入（458千円）は、当中間連結

会計期間より「講演料等収入」として表示しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日）

前連結会計年度末
（平成19年６月30日）

　　該当事項はありません。 同左 同左

（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費

目及び金額は次のとおりであります。

   

役員報酬 36,060千円

従業員給与 43,468千円

支払報酬・手数料 34,147千円

役員報酬       64,110千円

従業員給与       79,779千円

支払報酬・手数料      41,242千円

広告宣伝費       51,160千円

のれん償却額    1,094千円

貸倒引当金繰入額    7千円

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　固定資産除却損の内訳は以下のとおり

     であります。

特許権 247千円 

※２　　　　　　　　　―  ※２　固定資産除却損の内訳は下記のとおり

　　 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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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 70,400 475 ― 70,875

合計 70,400 475 ― 70,875

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　（注）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。 

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当中間連結会計期
間増加株式数

（株）

当中間連結会計期
間減少株式数

（株）

当中間連結会計期
間末株式数（株）

発行済株式     

普通株式（注） 71,825 4,710 ― 76,535

合計 71,825 4,710 ― 76,535

自己株式     

普通株式 ― ― ― ―

合計 ― ― ― ―

　（注）増加数の内訳は、次のとおりであります。

        第三者割当による新株の発行による増加　　4,500株

        新株予約権の行使による増加　　　　　　　　210株

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的とな
る株式の種
類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当中間連結
会計期間末
残高
（千円）

前連結会計
年度末

当中間連結
会計期間増
加

当中間連結
会計期間減
少

当中間連結
会計期間末

提出会社

（親会社）

ストック・オプションとして

の新株予約権
普通株式 － － － － 1,924

合計 － － － － － 1,924
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３．配当に関する事項

　　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）

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

 
前連結会計年度末
株式数（株）

当連結会計年度増
加株式数（株）

当連結会計年度減
少株式数（株）

当連結会計年度末
株式数（株）

発行済株式     

普通株式 70,400 1,425 － 71,825

合計 70,400 1,425 － 71,825

自己株式     

普通株式 － － － －

合計 － － － －

（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。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の中間期末残高と

中間連結貸借対照表に記載されている科

目の金額との関係

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結

貸借対照表に記載されている科目の金額

との関係

 （千円）

現金及び預金勘定 1,229,143

現金及び現金同等物 1,229,143

 （千円）

現金及び預金勘定 1,189,447

現金及び現金同等物 1,189,447

 （千円）

現金及び預金勘定 1,263,288

現金及び現金同等物 1,263,288

―――――― ―――――― ※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

（リース取引関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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）

　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。
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（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成18年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 72,213

当中間連結会計期間末（平成19年12月31日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 中間連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 162,213

前連結会計年度末（平成19年６月30日現在）

１．時価評価されていない主な有価証券の内容

 連結貸借対照表計上額（千円）

(1）その他有価証券  

　　　非上場株式 72,213
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（デリバティブ取引関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31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。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

該当事項はありません。

当中間連結会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

１．当中間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　　　　　　　　　　　1,924千円

２．ストック・オプションの内容及び規模

　当中間連結会計期間に付与したストック・オプションの内容

 第10回新株予約権 第11回新株予約権

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

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数
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。 同左

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
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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）

当連結会計年度において存在したストック・オプションの内容

 第１回新株引受権 第２回新株引受権 第１回新株予約権 第２回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
当社取締役　６名

当社取締役　２名

当社従業員　２名

当社取締役　４名

当社従業員　20名
当社従業員　６名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　1,500株 普通株式　200株 普通株式　2,040株 普通株式　70株

 付与日 平成12年６月17日 平成12年12月27日 平成16年７月28日 平成16年９月17日

 権利確定条件
権利確定条件は付されて

おりません。
同左 同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。
同左 同左 同左

 権利行使期間
平成14年７月１日から

平成19年6月30日まで 

平成15年１月１日から

平成19年12月31日まで 

平成18年７月１日から

平成26年５月31日まで 

平成18年７月１日から

平成26年５月31日まで 

 

 第３回新株予約権 第４回新株予約権 第５回新株予約権 第６回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
外部協力者　２名 当社従業員　４名 外部協力者　１名 当社従業員　11名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　60株 普通株式　90株 普通株式　100株 普通株式　160株

 付与日 平成16年９月17日 平成17年４月18日 平成17年９月27日 平成17年10月17日

 権利確定条件
権利確定条件は付されて

おりません。
同左 同左 同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。
同左 同左 同左

 権利行使期間
平成16年10月１日から

平成26年５月31日まで 

平成19年５月１日から

平成27年３月31日まで 

平成17年10月１日から

平成27年８月31日まで 

平成19年10月１日から

平成27年８月31日まで 

 

 第７回新株予約権 第８回新株予約権

 付与対象者の区分及

び人数
外部協力者　１名 当社従業員　12名

 ストック・オプショ

ン数　（注）
普通株式　100株 普通株式　140株

 付与日 平成17年10月17日 平成18年２月20日

 権利確定条件
権利確定条件は付されて

おりません。
同左

 対象勤務期間
対象勤務期間の定めはあ

りません。
同左

 権利行使期間
平成17年11月１日から

平成27年８月31日まで 

平成19年10月１日から

平成27年８月31日まで 

(注)株式数に換算して記載しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年７月１日　至平成18年12月31日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 142,821 251,285 6,915 401,021 ― 401,021

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― ― ― ― ―

計 142,821 251,285 6,915 401,021 ― 401,021

営業費用 83,275 86,391 16,557 186,225 150,816 337,042

営業利益（△営業損失） 59,545 164,893 △9,642 214,796 △150,816 63,979

当中間連結会計期間（自平成19年７月１日　至平成19年12月31日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 237,396 371,275 2,894 611,566 ― 611,566

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
― ― 224 224 △224 ―

計 237,396 371,275 3,118 611,790 △224 611,566

営業費用 178,543 175,631 21,779 375,954 229,738 605,693

営業利益（△営業損失） 58,853 195,643 △18,661 235,835 △229,962 5,873
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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）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（千円）

音楽事業
（千円）

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 310,156 602,979 10,498 923,634 － 923,634

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 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（△営業損失） 103,946 416,384 △15,410 504,920 △340,764 164,155

（注）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．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

前中間連結会計期

間

当中間連結会計期

間
前連結会計年度

主な内容

（千円） （千円） （千円）

消去又は全社の項目に含めた

配賦不能営業費用
150,816 229,962 340,764

役員報酬及び管理部

門に係る費用等

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７

月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）において

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。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）、当中間連結会計期間（自　平成19年７

月１日　至　平成19年12月31日）及び前連結会計年度（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）において

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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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

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株当たり純資産額 21,234円53銭

１株当たり

中間純利益金額
472円01銭

潜在株式調整後１株

当たり中間純利益金

額

452円58銭

１株当たり純資産額 23,642円60銭

１株当たり

中間純損失金額
645円30銭

　潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの、中間純損失であるため記載

を省略しております。

１株当たり純資産額 21,784円42銭

１株当たり

当期純利益金額
1,180円15銭

潜在株式調整後１株

当たり当期純利益金

額

1,135円61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。

前中間連結会計期間末
（平成18年12月31日)

当中間連結会計期間末
（平成19年12月31日)

前連結会計年度末
（平成19年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,516,170 1,816,047 1,572,913

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
11,173 6,561 8,247

（うち新株予約権）  （―） (1,924)  （―）

（うち少数株主持分）  （11,173） (4,636) (8,247) 

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（千円）
1,504,997 1,809,486 1,564,665

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数 

70,875 76,535 71,825
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 （注）２.　１株当たり中間（当期）純利益(純損失)及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は以下のとおりであります。

 
前中間連結会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

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株当たり中間（当期）純利益(純

損失)金額
   

　中間（当期）純利益(純損失△)

　

　金額(千円)

33,253 △47,549 83,421

　普通株主に帰属しない金額

　(千円)
― ― ―

　普通株式に係る中間（当期）

　純利益(純損失△)金額（千円）
33,253 △47,549 83,421

　期中平均株式数（株） 70,450 73,686 70,687

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益金額 

　　　　　　 　　　　　　 　　　　

　中間（当期）純利益調整額

　（千円） 　

― ―  ―

　普通株式増加数（株） 　　　　　　3,024 　　　　　　    ―  　　　　　    2,772  

 （うち新株引受権）  　　    　　(957) 　　　　　　　 (―) 　　 　(923)

 （うち新株予約権） 　　　　　 （2,067） 　　　　　　　 (―)  （1,849）

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間(当期)

純利益金額の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 

―

旧商法に基づく新株予約

権８種類(新株予約権の数

1,975個)、会社法に基づ

く新株予約権２種類(新株

予約権の数310個)

 

―
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成18年７月１日

至　平成18年12月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年７月１日

至　平成19年12月31日）

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）

 

―――――――

　平成20年２月８日開催の当社取締役会におい

て、当社の連結子会社である株式会社OK LABEL

の株式を譲渡することを決議いたしました。本

株式譲渡に伴い、株式会社OK LABELは当社子会

社に該当しなくなります。

1． 株式譲渡の理由

　当社グループのポータル事業の宣伝効果を高

める目的で行ってきた音楽事業を、株式会社OK 

LABELが担ってきましたが、プロジェクトのヒッ

トに収益が大きく依存するエンターテイメント

の特質を考慮すると、計画通りの業績を確実に

上げていくことが困難なため、株式会社OK LABEL

の全株式を同社の松浦社長に譲渡することとい

たしました。

2． 株式会社OK LABELの概要

(1) 商号　　株式会社OK LABEL

(2) 代表者　代表取締役社長　松浦新平

(3) 所在地　東京都渋谷区恵比寿1-19-15 

　　　　　　ウノサワ東急ビル

(4) 設立年月日　　　平成17年7月11日

(5) 主な事業の内容　音楽レーベルの運営

(6) 決算期　　6月

(7) 従業員数　1名

(8) 資本金　　1千万円

(9) 発行済株式総数　200株

(10)株主　　株式会社オウケイウェイヴ 90%

　　　　　　松浦新平 10%

3． 株式の譲渡先

　松浦新平　

（現　株式会社OK LABEL　代表取締役社長）

4． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所有

株式の状況

(1) 異動前の所有株式数

　180株（所有割合　90%）

(2) 譲渡株式数　　　　

　180株（譲渡価額　900万円※）

(3) 異動後の所有株式数　

  0株（所有割合　 0%）

※ 譲渡価額は取得価額と同額です。

5． 日程

平成20年2月8日　取締役会決議

平成20年2月中　株式売買契約締結及び株式譲

渡

 

　平成19年９月14日開催の当社取締役会において、

第７回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

 (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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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成18年12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）            

Ⅰ　流動資産            

１．現金及び預金   1,169,536   1,156,943  △12,593  1,223,169  

２．受取手形   470   1,050  580  ―  

３．売掛金   156,026   168,743  12,717  157,686  

４．前払費用   16,120   23,925  7,804  21,199  

５. 関係会社短期
貸付金 

  20,000   26,667  6,666  20,000  

６．繰延税金資産   3,513   2,322  △1,191  5,218  

７．その他   4,614   6,000  1,386  1,174  

貸倒引当金   △93   △101  △8  △94  

流動資産合計   1,370,187 84.2  1,385,549 66.6 15,362  1,428,353 81.1

Ⅱ　固定資産            

１．有形固定資産            

(1)建物附属設備  3,713   23,100    21,870   

減価償却累
計額

 1,874 1,838  3,501 19,599  17,760 1,478 20,391  

(2)器具及び備品  137,286   222,248    162,963   

減価償却累
計額

 65,569 71,716  106,623 115,624  43,907 82,838 80,124  

有形固定資産
合計

  73,555 4.5  135,223 6.5 61,667  100,516 5.7

２．無形固定資産            

(1)特許権   3,808   3,044  △763  3,472  

(2)商標権   4,893   6,389  1,495  6,169  

(3)意匠権   171   146  △25  152  

(4)ソフトウェア   23,743   49,367  25,623  44,304  

(5)ソフトウェア
仮勘定

  5,870   25,758  19,888  7,052  

無形固定資産
合計

  38,488 2.4  84,706 4.1 46,218  61,151 3.5

３．投資その他の
資産

           

(1)投資有価証券   72,213   162,213  90,000  72,213  

(2)関係会社株式   44,000   157,600  113,600  44,000  

(3)長期貸付金   ―   30,000  30,000  ―  

(4)関係会社長　
　期貸付金

  ―   13,333  13,333  ―  

(5)差入保証金   18,776   81,564  62,788  43,002  

(6)繰延税金資産   5,383   25,335  19,951  7,099  

(7)保険積立金   4,892   5,943  1,051  5,418  

投資その他の
資産合計

  145,265 8.9  475,990 22.8 330,724  171,733 9.7

固定資産合計   257,309 15.8  695,921 33.4 438,611  333,401 18.9

資産合計   1,627,497 100.0  2,081,470 100.0 453,973  1,761,755 100.0
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前中間会計期間末

（平成18年12月31日）
当中間会計期間末

（平成19年12月31日）
対前中間
期比

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）            

Ⅰ　流動負債            

１．買掛金   4,338   10,514  6,176  9,420  

２．未払金   46,679   95,473  48,794  54,146  

３．未払法人税等   35,005   20,295  △14,710  65,734  

４．未払消費税等 ※１  7,753   6,225  △1,527  12,085  

５．前受金   11,126   19,803  8,676  25,859  

６．預り金   9,510   12,691  3,181  9,034  

流動負債合計   114,413 7.0  165,004 7.9 50,591  176,280 10.0

Ⅱ　固定負債            

１．補償損失引当
金

  ―   40,000  40,000  ―  

固定負債合計   ― ―  40,000 1.9 40,000  ― ―

負債合計   114,413 7.0  205,004 9.8 90,591  176,280 10.0

            

（純資産の部）            

Ⅰ　株主資本            

１．資本金   681,023 41.9  831,958 40.0 150,935  685,773 38.9

２．資本剰余金            

(1）資本準備金  650,823   801,758    655,573   

資本剰余金合
計

  650,823 40.0  801,758 38.5 150,935  655,573 37.2

３．利益剰余金            

(1）その他利益
剰余金

           

繰越利益剰
余金

 181,238   240,825    244,129   

利益剰余金合
計

  181,238 11.1  240,825 11.6 59,587  244,129 13.9

株主資本合計   1,513,084 93.0  1,874,541 90.1 361,457  1,585,475 90.0

Ⅱ　新株予約権   ― ―  1,924 0.1 1,924  ― ―

純資産合計   1,513,084 93.0  1,876,466 90.2 363,381  1,585,475 90.0

負債純資産合計   1,627,497 100.0  2,081,470 100.0 453,973  1,761,755 100.0
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

対前中間
期比

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   394,106 100.0  598,375 100.0 204,268  911,892 100.0

Ⅱ　売上原価   156,555 39.7  237,311 39.7 80,755  354,474 38.9

売上総利益   237,550 60.3  361,063 60.3 123,513  557,417 61.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

  163,381 41.4  323,825 54.1 160,443  367,905 40.3

営業利益   74,169 18.9  37,238 6.2 △36,930  189,512 20.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  679 0.1  2,945 0.5 2,265  1,973 0.2

Ⅴ　営業外費用 ※２  ― ―  1,647 0.3 1,647  ― ―

経常利益   74,849 19.0  38,536 6.4 △36,313  191,486 21.0

 Ⅵ　特別利益 ※３  796 0.2  ― ― △796  764 0.1

Ⅶ　特別損失 ※４  1,206 0.3  40,000 6.7 38,793  9,269 1.0

税引前中間
（当期）純利
益(△損失)

  74,439 18.9  △1,463 △0.3 △75,903  182,981 20.1

法人税、住民
税及び事業税

 32,622   17,179    81,693   

法人税等調整
額

 △796 31,825 8.1 △15,339 1,840 0.3 △29,985 △4,217 77,475 8.5

中間（当期）
純利益(△損
失)

  42,613 10.8  △3,304 △0.6 △45,918  105,505 11.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　　資本準備金

 その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年６月30日 残高　(千円) 676,273 646,073 138,624 1,460,970 1,460,970

中間会計期間中の変動額

新株の発行 4,750 4,750  9,500 9,500

中間純利益   42,613 42,613 42,613

株主資本以外の項目の中間会計

期間中の変動額（純額）
     

中間会計期間中の変動額合計

(千円)
4,750 4,750 42,613 52,113 52,113

平成18年12月31日　残高(千円) 681,023 650,823 181,238 1,513,084 1,513,084

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

　 新株予約権 　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
資本準備金

その他
利益剰余金

繰越利益剰余金

平成19年６月30日 残高　(千

円)
685,773 655,573 244,129 1,585,475 ― 1,585,475

中間会計期間中の変動額

新株の発行 146,185 146,185  292,370  292,370

中間純損失   △3,304 △3,304  △3,304

株主資本以外の項目の中間

会計期間中の変動額（純

額）

    1,924 1,924

中間会計期間中の変動額

合計(千円)
146,185 146,185 △3,304 289,065 1,924 290,990

平成19年12月31日　残高

(千円)
831,958 801,758 240,825 1,874,541 1,924 1,876,466
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年７月１日　至　平成19年６月30日）

株主資本

　  純資産合計
資本金

資本剰余金 利益剰余金

　株主資本合計
　　資本準備金

 その他利益剰余金

 繰越利益剰余金

平成18年６月30日 残高　(千円) 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(千円) 9,500 9,500 105,505 124,505 124,505

平成19年６月30日　残高(千円) 685,773 655,573 244,129 1,585,475 1,585,475
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

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。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

 その他の有価証券

 時価のあるもの

 中間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。

その他の有価証券

 時価のあるもの

同左

その他の有価証券

 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

　移動平均法による原価法を

採用しております。

 時価のないもの

同左

 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）

 

 

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

(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。

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

 

 

 

 

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

 　建物附属設備　３～18年

　器具及び備品　４～８年

　建物附属設備　８～18年

　器具及び備品　４～10年

　建物附属設備　８～18年

　器具及び備品　４～10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

 

３．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 

 

　―――――

　

(2）補償損失引当金

　将来の補償損失に備えるため、

当中間会計期間末における負担見

込額を計上しております。

　―――――

 

４．繰延資産の処理方法

 

　―――――

　

(1）株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

　―――――

 

５．重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

 

　―――――

　

　外貨建金銭債権債務は、中間決

算日の直物為替相場により円貨に

換算し、換算差額は損益として処

理しております。

　―――――

 

６．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

７．その他中間財務諸表（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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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 ―――― ―――― (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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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年12月31日）

当中間会計期間末
（平成19年12月31日）

前事業年度末
（平成19年６月30日）

※１　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のう

え、流動負債の未払消費税等として表示して

おります。

※１　消費税等の取扱い

同左

 

 ――――――

（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

受取利息 220千円

雑収入 458

受取利息    2,040千円

講演料等収入    848千円

雑収入 55

受取利息    913千円

講演料等収入 1,000

雑収入 59

※２　　　　　　　　　― ※２　営業外費用のうち主要なもの

株式交付費    1,089千円

為替差損 558

 ※２　　　　　　　　　―

※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額 796千円

※３　　　　　　　　　― ※３　特別利益のうち主要なもの

貸倒引当金戻入額    764千円

※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの ※４　特別損失のうち主要なもの

出版匿名組合清算損 959千円

固定資産除却損 247

補償損失引当金繰入額 40,000千円 固定資産除却損 2,205千円

本社移転費用 6,310

出版匿名組合清算損 753

　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額 　５　減価償却実施額

有形固定資産 12,370千円

無形固定資産 20,014

有形固定資産       25,807千円

無形固定資産 36,583

有形固定資産       30,778千円

無形固定資産 48,527

（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31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。

 

当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31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。　
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（リース取引関係）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

　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）

　前中間会計期間（自　平成18年７月１日　至　平成18年12月31日）

子会社株式で時価のあるものはありません。

　当中間会計期間（自　平成19年７月１日　至　平成19年12月31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。

（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

１株当たり純資産額 21,348円63銭

１株当たり中間純利益

金額
604円88銭

潜在株式調整後１株当

たり中間純利益金額
579円98銭

１株当たり純資産額 24,492円60銭

１株当たり中間純損失

金額
44円84銭

 潜在株式調整後１株当たり中間純利益

金額については、潜在株式は存在する

ものの、中間純損失であるため記載を

省略しております。

１株当たり純資産額 22,074円15銭

１株当たり当期純利益

金額
1,492円57銭

潜在株式調整後１株当

たり当期純利益金額
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。

前中間会計期間末
（平成18年12月31日)

当中間会計期間末
（平成19年12月31日)

前事業年度末
（平成19年６月30日)

純資産の部の合計額（千円） 1,513,084 1,876,466 1,585,475

純資産の部の合計額から控除する

金額（千円）
― 1,924 ―

（うち、新株予約権）（千円） （―） (1,924) （―）

普通株式に係る中間期末（期末）

の純資産額（千円）
1,513,084 1,874,541 1,585,475

１株当たり純資産額の算定に用い

られた中間期末（期末）の普通株

式の数 

70,875 76,535 71,825
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　（注）２．１株当たり中間（当期）純利益(純損失)及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算定上の

基礎は、以下のとおりであります。

 
前中間会計期間

(自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日)

当中間会計期間
(自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日)

前事業年度
(自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日)

１株当たり中間（当期）純利益

(純損失)金額
   

　中間（当期）純利益(純損失△)金額

（千円）
42,613 △3,304 105,505

　普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― ―

　普通株式に係る中間（当期）

　(純損失△)金額（千円）
42,613 △3,304 105,505

期中平均株式数（株） 70,450 73,686 70,687

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金

額
   

  中間（当期）純利益調整額（千円） ― ― ―

  普通株式増加数（株） 3,024 ― 2,772

  （うち新株引受権） （957） (―) （923） 

  （うち新株予約権） （2,067） (―) （1,849） 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益金額

の算定に含めなかった潜在株式の概要

　

 ― 

 

旧商法に基づく新株予

約権８種類(新株予約権

の数1,975個)、会社法

に基づく新株予約権２

種類(新株予約権の数

310個)

―
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（重要な後発事象）

前中間会計期間
（自　平成18年７月１日
至　平成18年12月31日）

当中間会計期間
（自　平成19年７月１日
至　平成19年12月31日）

前事業年度
（自　平成18年７月１日
至　平成19年６月30日）

 

―――――――

　平成20年２月８日開催の当社取締役会にお

いて、当社の連結子会社である株式会社OK 

LABELの株式を譲渡することを決議いたしまし

た。本株式譲渡に伴い、株式会社OK LABELは

当社子会社に該当しなくなります。

1． 株式譲渡の理由

　当社グループのポータル事業の宣伝効果を

高める目的で行ってきた音楽事業を、株式会

社OK LABELが担ってきましたが、プロジェク

トのヒットに収益が大きく依存するエンター

テイメントの特質を考慮すると、計画通りの

業績を確実に上げていくことが困難なため、

株式会社OK LABELの全株式を同社の松浦社長

に譲渡することといたしました。

2． 株式会社OK LABELの概要

(1) 商号　　株式会社OK LABEL

(2) 代表者　代表取締役社長　松浦新平

(3) 所在地　東京都渋谷区恵比寿1-19-15 

　　　　　　ウノサワ東急ビル

(4) 設立年月日　　　平成17年7月11日

(5) 主な事業の内容　音楽レーベルの運営

(6) 決算期　　6月

(7) 従業員数　1名

(8) 資本金　　1千万円

(9) 発行済株式総数　200株

(10)株主　　株式会社オウケイウェイヴ 90%

　　　　　　松浦新平 10%

3． 株式の譲渡先

　松浦新平　

（現　株式会社OK LABEL　代表取締役社長）

4． 譲渡株式数、譲渡価額及び譲渡前後の所

有株式の状況

(1) 異動前の所有株式数

　180株（所有割合　90%）

(2) 譲渡株式数　　　　

　180株（譲渡価額　900万円※）

(3) 異動後の所有株式数　

  0株（所有割合　 0%）

※ 譲渡価額は取得価額と同額です。

5． 日程

平成20年2月8日　取締役会決議

平成20年2月中　株式売買契約締結及び株式譲

渡

 

１．平成19年９月14日開催の当社取締役会において、

第７回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

 (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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