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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20年12月31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2四半期 663 ― △7 ― △33 ― △66 ―

20年6月期第2四半期 611 52.5 5 90.8 △9 ― △47 ―

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2四半期 △771.02 ―

20年6月期第2四半期 △645.30 ―

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2四半期 2,196 2,039 92.2 23,603.22
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2四半期  2,025百万円 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 1,364 2.0 5 △92.5 △41 ― △53 ― △617.68

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2四半期  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2四半期  ―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2四半期  85,703株 20年6月期第2四半期  73,686株
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①全般的概況  

 当第２四半期連結累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混乱の影響

が、企業業績の急激な悪化と消費意欲の減退をもたらし、景気減退が鮮明となりました。 

 そのような環境の中、インターネットの一般利用は堅調であり、当社の日本初、 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が、事業収益の柱である企業向けサービスにおいて、企業側が新規投資を手控え

る風潮が出てきており、特にソリューション事業においては新規顧客が減少しております。しかしながら、より成長

が見込まれるポータル事業においてはデータベース貸し出しの受注は伸びており、既存顧客継続利用も堅調に推移し

ております。費用面では、変化の激しいインターネットビジネスに柔軟に対応しうる環境を整えるために、両事業と

もにプラットフォームの開発にコストを計上するとともに、急激な為替変動による為替差損の発生及び一部出資先の

評価減による特別損失を計上しました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、次のとおりとなりました。 
  

②事業別の概況 

 ポータル事業におきましては、Q&A形式の情報交換のSocial Search市場で、Q&Aサイト「OKWave」のデータベース

の貸し出し及び広告販売を行っておりますが、データベース貸し出しサービスである「QA Partner」における導入サ

イト（パートナーサイト）数は、この1年間で2.3倍へと増加しております。サービス運営面における機能アップとし

て、Q&Aサイトでは日本初のマルチメディア対応を行い、画像、動画、音声での質問回答を可能とするとともに、モ

バイル3キャリア対応を行い、QA数、PV数を増やす施策を実施しました。また、平成20年10月に、「OKWave」

（http://okwave.jp）が、３年前のソリューション事業のソフトウェアに引き続き、グッドデザイン賞を受賞したこ

とで、サイトのイメージアップにつながりました。 

 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。 

  

 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SaaSまたはASPとして、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展開しております。当第２四半期連結累計期間に

おいては特に、新規案件について市況悪化の影響が大きく、案件はあるものの導入に至るケースが少ない状況でし

た。しかしながら、既存顧客は継続して利用されているため一定の収益確保ができており、現在のサービスに注力す

ることで追加の売上につなげる施策をとっております。 

 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。 

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２四半期連結累計期間（千円）

 売上高 663,561 

 営業利益 △7,211 

 経常利益 △33,040 

 当期純利益 △66,078 

  当第２四半期連結累計期間（千円）

 売上高 314,481 

 営業利益 46,337 

  当第２四半期連結累計期間（千円）

 売上高 349,079 

 営業利益 169,636 
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①資産、負債及び純資産の状況 

(ア)資産 

 当第２四半期連結累計期間末における資産残高は、主に売掛金が減少により2,196,496千円（前連結会計年度末比

54,769千円減少）となりました。 

(イ)負債 

 当第２四半期連結累計期間末における負債残高は、主に未払法人税等の増加により157,496千円（前連結会計年度

末比229千円増加）となりました。 

(ウ)純資産 

 当第２四半期連結累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2,039,000千円（前年同期比54,998

千円減少）となりました。 

②キャッシュフローの状況 

 当第２四半期連結累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

251,332千円減少し、972,747千円となりました。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 

 当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュフローは、主に減価償却費の増加により、124,393

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 

 当第２四半期連結累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、369,872千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 

 当第２四半期連結累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。   

  

 平成21年６月期の連結業績については、平成20年12月24日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」に伴う予想

を変更しておりません。Q&AサイトがBlog、SNSに次ぐ成長領域であることから、平成21年６月期下半期は既存顧客へ

のサービスを充実させることで確実な収益確保を行いながら、ポータル連携等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。そのためには厳しい予算管理のもとで開発とサービス機能を充実させ、他

社との差別化をはかってまいります。 

※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。 

 該当事項はありません。 

  

 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、 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 772,747 924,080

売掛金 220,712 278,208

有価証券 300,000 300,000

その他 59,884 60,529

貸倒引当金 △1,120 △978

流動資産合計 1,352,224 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 △7,159 △5,529

建物及び構築物（純額） 15,941 17,571

工具、器具及び備品 321,440 275,978

減価償却累計額 △181,517 △144,978

工具、器具及び備品（純額） 139,923 131,000

有形固定資産合計 155,864 148,571

無形固定資産   

のれん 6,019 7,114

ソフトウエア 157,534 57,888

ソフトウエア仮勘定 175,620 85,016

その他 12,115 11,005

無形固定資産合計 351,289 161,024

投資その他の資産   

投資有価証券 225,792 251,263

その他 111,325 128,565

投資その他の資産合計 337,117 379,828

固定資産合計 844,271 689,425

資産合計 2,196,496 2,251,265

負債の部   

流動負債   

買掛金 31,629 29,090

未払金及び未払費用 92,769 87,835

未払法人税等 11,591 5,534

その他 21,505 34,805

流動負債合計 157,496 157,266

負債合計 157,496 157,266
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 122,045 188,123

株主資本合計 2,021,288 2,082,966

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 3,985 1,071

評価・換算差額等合計 3,985 1,071

新株予約権 8,187 4,811

少数株主持分 5,538 5,148

純資産合計 2,039,000 2,093,998

負債純資産合計 2,196,496 2,251,265
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 663,561

売上原価 278,567

売上総利益 384,993

販売費及び一般管理費 392,205

営業損失（△） △7,211

営業外収益  

受取利息 3,580

雑収入 746

営業外収益合計 4,326

営業外費用  

為替差損 13,569

持分法による投資損失 16,567

雑損失 18

営業外費用合計 30,155

経常損失（△） △33,040

特別損失  

固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 24,503

特別損失合計 25,365

税金等調整前四半期純損失（△） △58,405

法人税、住民税及び事業税 8,881

法人税等調整額 △1,539

法人税等合計 7,341

少数株主利益 330

四半期純損失（△） △66,078
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △58,405

減価償却費 81,847

のれん償却額 1,094

貸倒引当金の増減額（△は減少） 141

受取利息及び受取配当金 △3,580

為替差損益（△は益） 13,277

持分法による投資損益（△は益） 16,567

投資有価証券評価損益（△は益） 24,503

売上債権の増減額（△は増加） 57,495

仕入債務の増減額（△は減少） 2,538

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △19,168

その他 △5,667

小計 110,645

利息及び配当金の受取額 2,999

法人税等の支払額 △1,407

法人税等の還付額 12,157

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,393

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 △55,768

無形固定資産の取得による支出 △201,486

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 3,333

その他 △350

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,872

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 △10,254

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,332

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 972,747
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

  

（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 

  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31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。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年12月31日） 

 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。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 314,481 349,079 663,561 ― 663,561 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 314,481 349,079 663,561 ― 663,561 

営業利益（△営業損失） 46,337 169,636 215,974 △223,185 △7,211 

事業区分 主要製品・サービス 

ポータル事業 QA Partner、広告 

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

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 売上高   611,566

Ⅱ 売上原価   247,518

売上総利益   364,048

Ⅲ 販売費及び一般管理費   358,174

営業利益   5,873

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息 1,712  

２．講演料等収入 848  

３．雑収入 63 2,624

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 17,692

経常損失   △9,195

Ⅵ 特別損失    

１．補償損失 40,000 40,000

税金等調整前中間純損失   △49,195

法人税、住民税及び事業税 17,304  

法人税等調整額 △15,339 1,965

少数株主損失   △3,610

中間純損失   △47,549
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（２）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19年７月１日 
至 平成19年12月31日）

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純損失 △49,195

減価償却費 62,423

のれん償却額  1,094

持分法による投資損失 16,044

貸倒引当金の増減額（△減少額） 7

受取利息 △1,712

売上債権の増加額 △13,128

前払費用の増加額 △2,810

仕入債務の増加額 3,189

未払金の増減額（△減少額） 72,565

未払消費税等の増減額（△減少
額） △5,859

前受金の増減額（△減少額） △6,055

預り金の増加額 3,678

その他 △1,699

小計 78,542

利息の受取額 1,712

法人税等の支払額 △62,900

営業活動によるキャッシュ・フロー 17,354

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 △58,164

無形固定資産の取得による支出 △52,096

投資有価証券の取得による支出  △203,600

長期貸付けによる支出 △30,000

保証金の差入による支出 △38,562

保険積立金による支出 △525

投資活動によるキャッシュ・フロー △382,949

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 292,370

財務活動によるキャッシュ・フロー 292,370

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △616

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △73,841

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,263,288

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,189,447

   

㈱オウケイウェイヴ（3808）　平成21年６月期第２四半期決算短信

10



前中間連結会計期間（自 平成19年7月1日 至 平成19年12月31日） 

  

（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 

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（229,962千円）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。 

  

  

   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。 

（３）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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 

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 
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