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平成 20 年６月期  第３四半期財務・業績の概況 

平成 20 年５月 15 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３四半期の連結業績（平成 19 年７月１日 ～ 平成 20 年３月 31 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 3四半期  910 39.6 △35      － △68     － △66      － 

19 年 6 月期第 3四半期 652    41.5 87    15.9 88   17.5 40  △9.7 

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 3四半期 △889    75     － 

19 年 6 月期第 3四半期 573    58 540    55

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 3四半期 2,024 1,800 88.8 23,411    26

19 年 6 月期第 3四半期 1,667 1,521 90.7 21,336    62

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 3四半期 8 △485 292 1,069

19 年 6 月期第 3四半期 37 △153 9 1,197

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） 

： 有 

(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) 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 20 年３月 31 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 3四半期 889   38.3 12 △88.3 8 △92.3 △26   － △353  42 

19 年 6 月期第 3四半期    643   39.6 106  21.0 107  22.4 57  1.3 809   04 

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３四半期 2,075 1,854 89.4 24,191    16

19 年 6 月期第３四半期 1,671 1,527 91.4 21,553    17

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３四半期連結会計期間においては、日本初、 大級の Q&A サイト「OKWave」の利用者が継続して拡大しており、

期末時点で月間利用者数は約 3,000 万人になっています。日常のさまざまな疑問を解決するために、検索だけでなく Q&A
サイトも利用するスタイルが増えてきており、多様なインターネットサービスの中でも Q&A サイトの成長率が高くなって

います。これに伴い当社サービスの企業、団体による導入数も引き続き堅調な拡大を示しています。 
 業務提携面では、すでにポータル事業で実施しているマイクロソフトコーポレーションと資本提携を行い、この結果、同

社は平成 20 年 4 月に当社の 10%超の主要株主となりました。今後は当社が以前から提供している Q&A サイト「MSN 相談

箱」を中心に利用者を増やし、Q&A サイト「OKWave」の利用者拡大と広告収入増大を図ります。 
 また多言語サービスについては、米国子会社 OKWave Inc.を中心に開発を進めており、英語版と中国語版の「OKWave」
が立ち上がりました。 近は日本だけではなく米国など各国でも Q&A サイトの認知度が高まっていることから、外国語版

での地位も早期に確立する必要があると考えています。 
 以上の事業展開により堅調な受注状況が見られる中、当第３四半期に予定していた大型案件が第４四半期にずれ込んだこ

となどから、当第３四半期連結会計期間の業績は、売上高 910 百万円（前年同期比 39.6%増）、営業損失 35 百万円（前年同

期は営業利益 87 百万円）、経常損失 68 百万円（前年同期は経常利益 88 百万円）、当期純損失 66 百万円（前年同期は当期純

利益 40 百万円）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 総数が 1,500 万件以上となり、登録者は平

成 20 年１月に 100 万人を突破しました。このようなサイトの魅力により、朝日新聞社の「教えて！北京五輪」、株式会社小

学館の「おしえて DAKKO」、株式会社講談社の「教えて！MouRa」など当事業の法人向け主要サービスである「OKWave QA 
Partner」の導入が増えています。その結果、売上高は、344 百万円（前年同期比 58.5%増）、営業利益が、32 百万円（同

56.3%減）となりました。 
  ソリューション事業におきましては、ASP（ソフトウェアの期間貸し）による安定的な売上が引き続き増加しており、主

力サービスの「OKWave Quick-A」を NTT コミュニケーションズ株式会社、大和市などに提供した結果、売上高は、562
百万円（同 32.1%増）、営業利益が、290 百万円（同 2.9%増）となりました。今後は ASP に加え、パッケージ版やアプライ

アンスサーバ版といった大型案件にも積極的に取り込んでいく所存です。 

音楽事業は、平成 20 年２月に株式会社 OK LABEL の全株式を売却しましたので、当期中間期と同様に売上高は、3 百万

円（同 63.7%減）、営業損失が、18 百万円（同 39.6%増）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３四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 272 百万円増加し、2,024 百万円となりました。こ

れは主に第三者割当増資による株式の発行等により株主資本が増加したことによるものです。 
純資産は前連結会計年度末と比較して 227 百万円増加し、1,800 百万円となりました。これは総資産同様、主に第三者割

当増資による株式の発行等により株主資本が増加したことによるものです。 
当第３四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の一方、未払金が増加したこと等により

営業活動によるキャッシュ・フローが８百万円の収入となりました。 
投資活動によるキャッシュ・フローについては、提携先への投資や無形固定資産の増加に伴い、485 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、第三者割当増資による株式の発行等により、292 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 1,069 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りあげ、

「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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４．四半期連結財務諸表 
（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３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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  1,197,118 1,069,368 1,263,288

２.受取手形  470 －

３.売掛金     157,570 160,968 159,955

４.前払費用  16,604 11,056 23,375

５.繰延税金資産  2,380 22,284 5,218

６.短期貸付金  － 38,333 －

７.未収法人税等  － 43,461 －

８.その他  1,836  4,508                641

   貸倒引当金               △93 △94 △94

流動資産合計  1,375,887  1,349,885          1,452,384

Ⅱ 固定資産  

 １.有形固定資産 ※1 

（1）建物及び構築物  19,031 18,585 20,391

（2）器具及び備品  69,936  136,458 80,244 

   有形固定資産合計              88,968 155,044             100,636

２.無形固定資産  

（1）のれん  9,850 7,661 9,302

（2）特許権              3,759 2,831              3,472

（3）商標権              4,705 7,395              6,169

（4）意匠権                162 136                152

（5）ソフトウェア             21,324 62,853             44,304

（6）ソフトウェア仮勘定             17,757 47,812             7,052

無形固定資産合計             57,558 128,690             70,454

 ３.投資その他の資産  

（1）投資有価証券             72,213 221,031              72,213

（2）差入保証金             61,536 81,564             43,002

（3）長期貸付金  － 11,666 －

（4）関係会社社債  － 60,000 －

（5）繰延税金資産              6,145 10,068              7,099

（6）その他  5,155  6,206              5,418

  投資その他の資産合計            145,051  390,537             127,733

  固定資産合計            291,577 674,271            298,824

資産合計          1,667,465 2,024,156          1,751,209
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前年同四半期 
（平成 19 年６月期 

第３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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              7,017 21,303              9,735 

２.未払金             87,781 173,609             55,176

３.未払法人税等             27,098 6,007             65,934

４.未払消費税等              8,553 3,513              12,085

５.前受金             5,108 10,304             25,859

６.預り金             10,065 8,712              9,504

流動負債合計            145,624 223,452 178,296

負債合計  145,624  223,452 178,296

  

（純資産の部）  

Ⅰ 株主資本  

１.資本金  681,023 831,958 685,773

２.資本剰余金  650,823  801,758            655,573

３.利益剰余金            180,387 156,918            223,319

株主資本合計     1,512,233 1,790,634 1,564,665

Ⅱ 評価・換算差額等  

   為替換算調整勘定  － 1,145 －

   評価・換算差額等合計  － 1,145 －

Ⅲ 新株予約権  － 3,368 －

Ⅳ 少数株主持分  9,607  5,555 8,247

  純資産合計  1,521,840 1,800,704 1,572,913

  負債・純資産合計  1,667,465 2,024,156 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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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  652,264 910,415 923,634

Ⅱ 売上原価  269,565 406,499 362,080

売上総利益  382,698 503,915 561,554

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 295,286 539,682 397,398

営業利益（△損失）             87,412 △35,767 164,155

Ⅳ 営業外収益  1,368 4,974 1,697

１.受取利息  550 3,563 636

２.雑収入  817 1,410 1,060

Ⅴ 営業外費用  － 37,800 218

１.為替差損  － 7,329 －

２.持分法による投資損失  － 29,381 －

３.株式交付費  － 1,089 －

４.雑損失  － － 218

経常利益（△損失）  88,780 △68,593 165,634

Ⅵ  特別利益  765 32,348 764

１.貸倒引当金戻入額  765 － 764

 ２.関係会社株式売却益  － 32,348 －

Ⅶ  特別損失  8,561 53,000 9,269

１.固定資産除却損 ※２ 1,497 － 2,205

 ２.本社移転費用  6,310 － 6,310

３.補償損失  － 53,000 －

４.出版匿名組合清算損  753 － 753

税金等調整前四半期(当期)

純利益（△損失） 

 
80,984 △89,244 157,129

法人税、住民税及び事業税  43,466 1,886 81,830

法人税等調整額（△貸方）  △425 △20,034 △4,217

少数株主利益（△損失）  △2,545 △4,695 △3,904

四半期(当期)純利益 

（△損失） 
 

 
40,488 △66,400 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 19 年３月 31 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 4,750 4,750  － 9,500 － 9,500

四半期純利益  － － 40,488 40,488 － 40,488

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額） 
 － － － －  8,465 8,465

当四半期中の変動額合計 4,750 4,750 40,488 49,988 8,465 58,453

平成 19 年３月 31 日残高 681,023 650,823 180,387 1,512,233 9,607 1,521,840

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 20 年３月 31 日）                       （単位：千円） 

株主資本 
評価・換

算差額等
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計
為替換算

調整勘定

 

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 146,185 146,185 － 292,370 － － － 292,370

四半期純損失  －  － △66,400 △66,400 － － － △66,400

株主資本以外の項目

の当四半期中の変動

額（純額） 

 －  － － － 1,145 3,368 △2,692 1,822

当四半期中の変動額 

合計 
146,185 146,185 △66,400 225,969 1,145 3,368 △2,692 227,791

平成 20年３月31日残高 831,958 801,758 156,918 1,790,634 1,145 3,368 5,555 1,800,704

  

 

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３四半期）

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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     

税金等調整前四半期(当期)純利益
(△損失) 

80,984 △89,244 157,129

減価償却費  31,282 100,849 79,338

のれん償却額  1,094 1,641 1,641

持分法による投資損失  － 29,381 －

関係会社株式売却益  － △32,348 －

固定資産除却損  1,497 － 2,205

出版匿名組合清算損  753 － 753

貸倒引当金の増減額（△減少額）  △1,006 0 △1,005

受取利息  △550 △3,563 △636

為替差損  － 9,752 －

売上債権の増加額  △20,940 △1,782 △22,855

前払費用の増減額(△増加額)  △9,052 11,319 △15,823

仕入債務の増加額  3,269 12,141 5,987

未収入金の増加額  △460 △1,253 －

未払金の増減額(△減少額)  2,326 94,642 △19,095

未払消費税等の増減額(△減少額)  1,508 △8,572 5,040

前受金の増減額(△減少額)  △13,359 △15,555 7,391

預り金の増減額（△減少額）  3,343 △523 2,782

その他  △1,613 7,114 △900

小  計  79,076 113,998 201,952

利息の受取額  550 3,563 636

法人税等の支払額  △41,857 △109,394 △42,022

営業活動によるキャッシュ・フロー  37,769 8,167 160,567

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  △29,606 △79,476 △57,104

無形固定資産の取得による支出  △8,971 △108,856 △66,531

短期貸付金の回収による収入  － 20,000 －

長期貸付による支出   － △30,000 －

投資有価証券の取得による支出  △72,000 △238,200 △72,000

保証金の差入による支出   △42,760 △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  △777 △788 △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

連結の範囲の変更を伴う子会社株
式の売却による支出 

※３ － △9,969 －

その他  － － 659

投資活動によるキャッシュ・フロー  △153,514 △485,851 △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 19,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  9,500 292,370 19,000

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － △8,606 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額  △106,245 △193,920 △40,075

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,303,363 1,263,288 1,303,363

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,197,118 1,069,368 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３四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）
（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、当四
半期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 
  オウケイノーツ株式会社 

OKWave Inc. 
  

上記のうち、OKWave Inc.
については、当四半期連結会
計期間に新たに設立したた
め、連結範囲に含めておりま
す。また、株式会社OK LABEL
は当四半期連結会計期間に株
式を売却したことにより、連
結の範囲から除外しておりま
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 
 
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。 (1) 持分法適用会社の数 
 ２社 

会社名 
株式会社オーケーライフ 
株式会社オープンコム 

上記２社については、当四半
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。 
(2) 持分法適用会社のうち、
四半期決算日が当四半期連結
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
の第３四半
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３四半期決算日
は、第３四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３四半期決算
日は、12月31日であります。 
 第３四半期連結財務諸表の
作成に当たっては、連結子会社
の第３四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３四半期連結決算日ま
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。 

連結子会社のうち、OKWave 
Inc.は2007年11月に設立され、
同社の決算日は、３月31日であ
ります。オウケイノーツ株式会
社の第３四半期決算日は、12
月31日であります。 
 第３四半期連結財務諸表の
作成に当たっては、連結子会社
の第３四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３四半期連結決算日ま
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。 

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３四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）
（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３四半期連結決

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 
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８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 
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８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３四半期）
当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）
（参考） 

平成19年６月期 

 ４ 会計処理基 
   準に関する 

事項 

（4）―――― （4）重要な外貨建資産又は負債
の本邦通貨への換算の基
準 
外貨建金銭債権債務は、第

３四半期連結決算日の直物
為替相場により円価に換算
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。 

(6)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 

(6)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３四半期） 
当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 
（参考） 

平成19年６月期 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当第３四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 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。 
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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３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

         74,170千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       127,726千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

       84,350千円

 

(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３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（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 59,207千円

従業員給与 71,795千円

支払報酬・手数料 49,646千円

広告宣伝費 31,767千円

採用教育費 15,490千円

地代家賃 11,122千円
 

※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 97,404千円

従業員給与 128,614千円

支払報酬・手数料 65,264千円

広告宣伝費 59,348千円

採用教育費 51,858千円

地代家賃 28,009千円
 

※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 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 247千円

合計 1,497千円

     

※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19年３月31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３四半期 

連結会計期間末 

普通株式 70,400 475 ― 70,875

（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       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。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成20年３月31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３四半期 

連結会計期間末 

普通株式 71,825 4,710 ― 76,535

（変動事由の概要） 

 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 

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３四半期 

連結会計期間末 

当第３四半期 

連結会計期間 

末残高 

（千円） 

第10回新株予約権 普通株式 ― 120 ― 120 944

第11回新株予約権 普通株式 ― 190 ― 190 2,423

合計 ― ― 310 ― 310 3,368

（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。 
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 (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３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期

連結会計期間末残高と第３四半期

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３月31日現在） 

 現金及び預金勘定   1,197,118千円 

 現金及び現金同等物   1,197,118千円 

 

※１ 現金及び現金同等物の第３四半期

連結会計期間末残高と第３四半期

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20年３月31日現在）

 現金及び預金勘定   1,069,368千円 

 現金及び現金同等物 1,069,368千円 

※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

 
 

 

 

※３ 株式の売却により連結子会社から

除外された会社の資産及び負債の

主な内訳 

 株式の売却により株式会社OK LABEL

を連結から除外したことに伴う連結除

外時の資産負債の内訳並びに同社株式

の売却額と株式の売却による支出（純

額）との関係は次のとおりであります。

 

（千円）

流動資産 21,562

固定資産 264

流動負債 △45,175

関係会社株式売却益 32,348

株式の売却価額 9,000

現金及び現金同等物 △18,969

差引：株式の売却による支出 △9,969
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(リース取引関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）

（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 72,213 221,031 72,213

合計 72,213 221,031 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19年３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。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成20年３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。 
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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19年３月31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20年３月31日） 

１．当該第３四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      3,368 千円 
 

２．ストック・オプションの内容及び規模 

当第３四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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半

期） 

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり純資産額 21,336円62銭 23,411円26銭 21,784円42銭

１株当たり第３四半期(当期)
純利益又は損失（△損失）   

573円58銭 △889円75銭 1,180円15銭

潜在株式調整後１株当たり第

３四半期(当期)純利益 
540円55銭

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。 

 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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）

（参考） 

平成19年６月期 

純資産の部の合計額 (千円) 1,521,840 1,800,704 1,572,913

純資産の部の合計額から控除

する金額 (千円) 
9,607 8,923 8,247

 （うち、新株予約権） 
 （うち、少数株主持分） 

(─)

(9,607)

(3,368)

(5,555)

(─)

(8,247)

普通株式に係る純資産額  (千
円) 

1,512,233 1,791,780 1,564,665

期末の普通株式の数（株） 70,875 76,535 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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期）

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり第３四半期（当期）純
利益又は純損失額 

第３四半期（当期）純利益又は純
損失（△損失） 
(千円) 

40,488 △66,400 83,421

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ― 

普通株式に係る第３四半期（当期）
純利益又は純損失（△損失）(千円) 

40,488 △66,400 83,421

普通株式の期中平均株式数(株) 70,590 74,628 70,687

潜在株式調整後１株当たり第３四
半期（当期）純利益額 

第３四半期（当期）純利益調整額
（千円） 

― ― ― 

普通株式増加数（株） 4,312 ― 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３四半期
（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３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

 平成20年３月11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

9,000株 

(2)発行価額 

 

1株につき 

金28,903円 

(3)発行価額の総

額 
260,127,000円 

(4)資本組入額 
130,063,500円 

(5)申込期間 

平成20年４月３日

から平成20年４月

７日まで 

(6)払込期日 
平成20年４月８日

(7)払込日 平成20年４月８日

(8)割当先及び株

式数 

Microsoft 

Corporation 

9,000株 

(9)増資の理由 業務提携に伴う資

本関係の強化 

(10)資金使途 主として業務提携

において発生する

サイトの構築、シ

ステム運用、宣伝

等 

 
 

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 
 

   

(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 19 年３月 31 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 217,435 426,233 8,595 652,264 － 652,264 

営業費用 143,512 144,500 21,959 309,972 254,879 564,852 

営業利益(△
損失) 

73,923 281,732 △13,364 342,291 △254,879 87,412 

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 20 年３月 31 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 344,626 562,894 3,118 910,639  △224 910,415 

営業費用 312,332 272,858 21,779 606,970 339,211  946,182 

営業利益(△
損失) 

32,293 290,035   △18,661   303,668 △339,435   △35,767 

 

〔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（254,879 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（339,211 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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５．四半期個別財務諸表 

（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３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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  1,149,684 958,747 1,223,169 

２.受取手形  470 -  

３.売掛金   155,720 158,024 157,686 

４.前払費用  16,604 11,056  21,199 

５.繰延税金資産  2,380 22,284 5,218 

６.関係会社短期貸付金  20,000 － 20,000 

７.短期貸付金  － 38,333 － 

８.未収法人税等  － 43,461 － 

９.その他  1,381 28,033        1,174 

   貸倒引当金         △93 △94 △94 

流動資産合計  1,346,147 1,259,845  1,428,353 

Ⅱ 固定資産   

 １.有形固定資産 ※１  

（1）建物附属設備  19,031 18,585 20,391 

（2）器具及び備品  69,802 136,220     80,124 

   有形固定資産合計         88,834 154,806      100,516 

２.無形固定資産   

（1）特許権         3,759 2,831      3,472 

（2）商標権         4,705 7,395      6,169 

（3）意匠権           162 136        152 

（4）ソフトウェア        21,324 49,796     44,304 

（5）ソフトウェア仮勘定         17,757 47,812     7,052 

無形固定資産合計         47,708 107,972    61,151 

 ３.投資その他の資産   

（1）投資有価証券        72,213 136,813     72,213 

（2）関係会社株式  44,000 246,786 44,000 

（3）差入保証金        61,536 81,564     43,002 

（4）長期貸付金  － 11,666 － 

（5）関係会社社債  － 60,000 － 

（6）繰延税金資産         6,145 10,068      7,099 

（7）保険積立金  5,155 6,206     5,418 

投資その他の資産合計        189,051 553,105    171,733 

   固定資産合計       325,594 815,883    333,401 

資産合計      1,671,741 2,075,728  1,761,755 

 



 

23

 

前年同四半期 
（平成 19 年６月期

第３四半期） 

当四半期 
（平成 20 年６月期

第３四半期） 

（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          7,017 19,409 9,420 

２.未払金         87,071 173,195     54,146 

３.未払法人税等        26,963 5,872     65,734 

４.未払消費税等         8,553 3,513     12,085 

５.前受金         5,108 10,304     25,859 

６.預り金         9,446 8,594      9,034 

流動負債合計       144,160 220,890 176,280 

負債合計  144,160 220,890 176,280 

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１.資本金  681,023 831,958 685,773 

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  650,823 801,758 655,573 

３.利益剰余金   

 (１)その他利益剰余金   

     繰越利益剰余金  195,734 217,754 244,129 

利益剰余金合計  195,734 217,754 244,129 

株主資本合計     1,527,580 1,851,470 1,585,475 

Ⅱ 新株予約権  － 3,368 － 

  純資産合計  1,527,580 1,854,838 1,585,475 

  負債・純資産合計  1,671,741 2,075,728 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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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  643,405 889,604 911,892

Ⅱ 売上原価  263,136 392,153 354,474

売上総利益  380,268 497,450 557,417

Ⅲ 販売費及び一般管理費  273,883 484,956 367,905

営業利益  106,385 12,494 189,512

Ⅳ 営業外収益  1,472 5,295 1,973

１.受取利息  758 3,892 913

 ２.雑収入  713 1,403 1,059

Ｖ 営業外費用  － 9,483 －

１.株式交付費  － 1,089 －

２.為替差損  － 8,393 －

経常利益  107,857 8,306 191,486

Ⅵ  特別利益  765 － 764

１.貸倒引当金戻入額  765 － 764

Ⅶ  特別損失  8,561 53,000 9,269

 １.固定資産除却損  1,497 － 2,205

 ２.本社移転費用  6,310 － 6,310

  ３.補償損失  － 53,000 －

  ４.出版匿名組合清算損  753 － 753

税引前四半期（当期）純利益 

（△損失） 
 100,061 △44,693 182,981

法人税、住民税及び事業税  43,376 1,716 81,693

法人税等調整額(△貸方)  △425 △20,034 △4,217

   四半期（当期）純利益  

 （△損失） 
 57,110 △26,375 105,505



 

25

（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 19 年３月 31 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 4,750 4,750 － 9,500 9,500 

四半期純利益  － － 57,110 57,110 57,110 

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 4,750 4,750 57,110 66,610 66,610 

平成 19 年３月 31 日残高 681,023 650,823 195,734 1,527,580 1,527,580 

 

当四半期 （自平成 19 年７月１日 至平成 20 年３月 31 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 146,185 146,185 － 292,370 － 292,370 

四半期純損失  －  － △26,375 △26,375 － △26,375 

株主資本以外の項目の当

四半期中の変動額（純額）
 －  －  － － 3,368 3,368 

当四半期中の変動額合計 146,185 146,185 △26,375 265,994 3,368 269,362 

平成 20 年３月 31 日残高 831,958 801,758 217,754 1,851,470 3,368 1,854,838 
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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 
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（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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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３四半期決算日の市

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 

 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。 

(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８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８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 

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 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 

―――― 外貨建の金銭債権債務は、第

３四半期決算日の直物為替相

場により円価に換算し、換算差

額は損益として処理しており

ます。 

―――― 
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項目 
前年同四半期 

（平成19年６月期 
第３四半期） 

当四半期 
（平成20年６月期 

第３四半期） 

（参考） 
平成19年６月期 

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 

 

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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（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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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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     74,152千円 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

     127,726千円 

※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３四半期） 

当四半期 

（平成 20 年６月期 

第３四半期） 

（参考） 

平成 19 年６月期 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 20,612千円

無形固定資産 38,758千円
 

１ 減価償却実施額 

有形固定資産 43,409千円

無形固定資産 57,406千円
 

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
 

 

（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19年３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。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成20年３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。 

 

 (リース取引関係) 

前年同四半期 

（平成19年６月期第３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（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19年３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。 

 

当四半期 （自平成19年７月１日 至平成20年３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。 
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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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり純資産額 21,553円17銭 24,191円16銭 22,074円15銭

１株当たり第３四半期(当期)純
利益又は損失（△損失）  

809円04銭 △353円42銭 1,492円57銭

潜在株式調整後１株当たり第３

四半期(当期)純利益 762円46銭

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。 

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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

純資産の部の合計額 (千円) 1,527,580 1,854,838 1,585,475

純資産の部の合計額から控除す

る金額（千円） 
─ 3,368 ─

（うち、新株予約権）（千円） (─) (3,368) (─)

普通株式に係る純資産額 (千円) 1,527,580 1,851,470 1,585,475

期末の普通株式の数（株） 70,875 76,535 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３四半期）

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

１株当たり第３四半期（当期）純利
益又は純損失 

 

第３四半期（当期）純利益又は純損
失（△損失）(千円) 

57,110 △26,375 105,505

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―  ― 

普通株式に係る第３四半期（当期）
純利益又は純損失（△損失）(千円) 

57,110 △26,375 105,505

普通株式の期中平均株式数(株) 70,590 74,628 70,687

潜在株式調整後１株当たり第３四
半期（当期）純利益 

4,312 ―  ― 

第３四半期（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３四半期（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３四半期） 

当四半期 

（平成20年６月期第３四半期） 

（参考） 

平成19年６月期 

 

―――― 

 

 

 

 

 平成20年３月11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

9,000株 

(2)発行価額 

 

1株につき 

金28,903円 

(3)発行価額の総

額 
260,127,000円 

(4)資本組入額 130,063,500円 

(5)申込期間 

平成20年４月３日

から平成20年４月

７日まで 

(6)払込期日 平成20年４月８日

(7)払込日 平成20年４月８日

(8)割当先及び株

式数 

Microsoft 

Corporation 

9,000株 

(9)増資の理由 業務提携に伴う資

本関係の強化 

(10)資金使途 主として業務提携

において発生する

サイトの構築、シ

ステム運用、宣伝

等 
 

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

  
 

        
(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

  

 


