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1.  平成21年6月期第1四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年6月期第1四半期 293 ― △46 ― △53 ― △37 ―

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

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年6月期第1四半期 △442.42 ―

20年6月期第1四半期 △342.54 ―

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

21年6月期第1四半期 2,207 2,066 93.1 23,960.58
20年6月期 2,251 2,093 92.6 24,350.52

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  2,055百万円 20年6月期  2,084百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― ― ― ― ―

21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 815 33.3 29 400.1 22 ― 7 ― 82.83
通期 2,020 51.1 327 389.8 315 ― 174 ― 2,029.35

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  85,805株 20年6月期  85,585株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  ―株 20年6月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第1四半期  85,601株 20年6月期第1四半期  71,839株
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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

①全般的概況

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済につきましては、米国金融危機をはじめとする世界経済の混乱の影

響が、金融市場だけにとどまらずビジネスや生活において様々な面で出始めてきております。

　そのような環境の中、インターネットの関連市場は成長過程といわれており、当社の日本初、最大級のQ&Aサイト

「OKWave」の利用者は引き続き拡大しております。

　当第１四半期連結会計期間の主なトピックは次のとおりです。

・ポータル事業の主力である連携サービス「OKWave QA Partner」の提供が、受注ベースで100サイトを超えました。

・ソリューション事業のエンタープライズ市場向けQ&Aソリューション「OKBiz」を新たに開発いたしました。

・サービス運営等については、前期（平成20年6月期）末とほぼ同じ体制で進めているため大きなコストの変化はあり

ませんでした。

・ポータル事業、ソリューション事業ともに今後のサービス展開のための開発投資を引き続き行っております。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、次のとおりとなりました。当第１四半期連結会計期間につきま

しては、当初予定に近い実績でありましたが売上が見込みより若干少なく、収益の柱である法人向けサービスに対す

る景気後退の影響について、十分に注意を払う必要があると認識しております。

 当第１四半期連結会計期間（千円）

　売上高 293,557

　営業利益 △46,886

　経常利益 △53,663

　当期純利益 △37,871

②事業別の概況

　ポータル事業におきましては、「OKWave」の利用及び知名度拡大にともなって、導入企業が増加しておりますが、

広告収入は横ばいとなっております。

・新規導入先として、株式会社スポーツニッポン新聞社、シーネットネットワークスジャパン株式会社、株式会社大

京など、多分野において導入されました。

・日本初となる同時翻訳Q＆Aサイトを、朝日新聞社が運営する総合情報サイト「アサヒ・コム」と協力の上、日本語

と中国語の間で開設いたしました。

・サイト利用者が、各界のプロフェッショナルに有料のオークション形式で個別質問ができる「黄金の言葉」を開設

いたしました。

　以上の結果、ポータル事業の業績は、次のとおりとなりました。

 当第１四半期連結会計期間（千円）

　売上高 124,037

　営業利益 △48

　ソリューション事業におきましては、主力のFAQ作成管理ソフトウェアを様々な業種の企業のホームページ上へ向け

て期間貸しをするビジネスモデルを中心に、固定的な収益を増やしております。

・新規導入先として、株式会社ビックカメラ、トッパン・フォームズ株式会社、セントラル短資オンライントレード

株式会社など、分野を問わず増えております。

・従来の企業向けFAQツールについて、大幅なパフォーマンスとスケーラビリティの向上を図り、小規模サイトからグ

ローバル企業での大規模運用までをカバーした新しいプラットフォームである「OKBiz」の開発をいたしました。

　以上の結果、ソリューション事業の業績は、次のとおりとなりました。

 当第１四半期連結会計期間（千円）

　売上高 169,520

　営業利益 85,867
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２．連結財政状態に関する定性的情報

①資産、負債及び純資産の状況

(ア)資産

　当第１四半期連結会計期間末における資産残高は、主に売掛金が減少したことから2,207,896千円（前連結会計年度

末比43,368千円減少）となりました。

(イ)負債

　当第１四半期連結会計期間末における負債残高は、主に未払金の減少により141,007千円（前連結会計年度末比16,259

千円減少）となりました。

(ウ)純資産

　当連結会計期間末における純資産は、主に利益剰余金の減少により2,066,889千円（前年同期比27,109千円減少）と

なりました。

②キャッシュフローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ

125,029千円減少し、1,099,051千円となりました。また、各キャッシュ・フローの状況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、主に売上債権の減少により、127,207千円の収入とな

りました。

(イ)投資活動によるキャッシュ・フロー

　当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、主にソフトウェア開発のための支出や定期預金の預

入等により、259,657千円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、新株予約権の行使により、4,400千円の収入となりま

した。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年６月期の連結業績については、平成20年８月14日発表の予想を変更しておりません。

　今後も引き続き、Q&Aポータルの連携や多言語化を推し進めることでユーザー流入の間口を広げ、サイトを拡大して

まいります。そのため開発とサービス機能の充実に注力し、他社との差別化もはかることで収益につなげていくこと

で業績拡大を実現します。なお、全体的な経済状況による影響や業界環境の変化等による修正の必要がある場合には

速やかに開示させていただきます。

※業績予想は、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、予想数値と異なる場合があります。

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）

該当事項はありません。　

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

一部の項目について簡便な会計処理を適用しておりますが、重要なものはありません。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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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）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 899,051 924,080

売掛金 147,486 278,208

有価証券 300,000 300,000

その他 84,843 60,529

貸倒引当金 △866 △978

流動資産合計 1,430,514 1,561,840

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,100 23,100

減価償却累計額 △6,344 △5,529

建物及び構築物（純額） 16,756 17,571

工具、器具及び備品 296,548 275,978

減価償却累計額 △162,007 △144,978

工具、器具及び備品（純額） 134,541 131,000

有形固定資産合計 151,297 148,571

無形固定資産   

のれん 6,566 7,114

ソフトウエア 44,227 57,888

ソフトウエア仮勘定 182,113 85,016

その他 10,954 11,005

無形固定資産合計 243,862 161,024

投資その他の資産   

投資有価証券 261,017 251,263

その他 121,205 128,565

投資その他の資産合計 382,222 379,828

固定資産合計 777,382 689,425

資産合計 2,207,896 2,251,265

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,087 29,090

未払金及び未払費用 93,624 87,835

未払法人税等 2,188 5,534

その他 25,106 34,805

流動負債合計 141,007 157,266

負債合計 141,007 157,266
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 964,721 962,521

資本剰余金 934,521 932,321

利益剰余金 150,252 188,123

株主資本合計 2,049,495 2,082,966

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 6,441 1,071

評価・換算差額等合計 6,441 1,071

新株予約権 6,255 4,811

少数株主持分 4,696 5,148

純資産合計 2,066,889 2,093,998

負債純資産合計 2,207,896 2,251,265
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 293,557

売上原価 135,671

売上総利益 157,885

販売費及び一般管理費 204,772

営業損失（△） △46,886

営業外収益  

受取利息 1,669

雑収入 166

営業外収益合計 1,836

営業外費用  

為替差損 2,749

持分法による投資損失 5,846

雑損失 18

営業外費用合計 8,614

経常損失（△） △53,663

特別利益  

貸倒引当金戻入額 111

特別利益合計 111

税金等調整前四半期純損失（△） △53,552

法人税、住民税及び事業税 617

法人税等調整額 △15,737

法人税等合計 △15,120

少数株主損失（△） △560

四半期純損失（△） △37,871
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △53,552

減価償却費 37,409

のれん償却額 547

貸倒引当金の増減額（△は減少） △111

受取利息及び受取配当金 △1,669

為替差損益（△は益） 2,458

持分法による投資損益（△は益） 5,846

売上債権の増減額（△は増加） 130,721

仕入債務の増減額（△は減少） △9,003

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 27,729

その他 △16,736

小計 123,640

利息及び配当金の受取額 992

法人税等の支払額 △1,325

法人税等の還付額 3,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,207

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △30,018

無形固定資産の取得による支出 △115,443

投資有価証券の取得による支出 △15,600

短期貸付金の回収による収入 1,666

保険積立金の積立による支出 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー △259,657

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 4,400

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,400

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △125,029

現金及び現金同等物の期首残高 1,224,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,099,051
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　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第１四半期連結累計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
ポータル事業
（千円）

ソリュー
ション事業
（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 124,037 169,520 293,557 － 293,557

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
600 － 600 △600 －

計 124,637 169,520 294,157 △600 293,557

営業利益（△営業損失） △48 85,867 85,819 △132,705 △46,886

（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

ｂ．所在地別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

本邦の売上高及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める

割合がいずれも90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

 

ｃ．海外売上高

当第１四半期連結累計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）

　海外売上高が連結売上高の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。　

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 272,916

Ⅱ　売上原価 117,824

売上総利益 155,092

Ⅲ　販売費及び一般管理費 187,994

営業損失 32,902

Ⅳ　営業外収益 1,112

１．受取利息　 848

２．雑収入　 263

経常損失 31,790

Ⅵ　特別利益 7

１．貸倒引当金戻入額　 7

税金等調整前四半期純損失 31,782

法人税、住民税及び事業税 635

法人税等調整額 △5,413

少数株主損失 2,397

四半期純損失 24,607

㈱オウケイウェイヴ(3808)　平成21年６月期第１四半期決算短信

9



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年６月期
第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益（△損失）　 △31,782

のれん償却費　 547

減価償却費　 28,673

貸倒引当金の減少額 △7

受取利息 △848

売上債権の減少額 10,607

前払費用の減少額 5,415

仕入債務の増加額 3,018

未払金の増加額 25,554

未払消費税等の減少額　 △8,292

前受金の減少額 △3,805

預り金の増加額 5,427

その他 148

小計 34,655

利息の受取額　 848

法人税等の支払額　 △62,702

営業活動によるキャッシュ・フロー △27,197

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　 △18,580

無形固定資産の取得による支出　 △30,277

投資有価証券の取得による支出　 △20,000

長期貸付による支出　 △30,000

保証金の差入による支出　 △38,562

保険積立金による支出 △262

投資活動によるキャッシュ・フロー △137,682

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　 400

財務活動によるキャッシュ・フロー 400

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額 △164,480

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,263,288

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,098,807
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（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前年同四半期（平成20年６月期第１四半期）

（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

ｂ．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。

 

ｃ．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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