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1.  平成21年6月期第3四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成21年3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3四半期 1,015 ― 3 ― △30 ― △98 ―
20年6月期第3四半期 910 39.6 △35 ― △68 ― △66 ―

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3四半期 △1,151.21 ―
20年6月期第3四半期 △889.75 ―

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3四半期 2,129 1,998 93.1 23,097.09
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3四半期  1,981百万円 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
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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) 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 85,736株 20年6月期第3四半期 74,628株
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①全般的概況  

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機が深刻化する中、企業業績の悪化や雇用の先

行きに対する不安から個人消費も縮小傾向にあるなど、景気の減速局面が続いております。 

そのような環境の中、インターネット利用は堅調で、当社の日本初、 大級のQ&Aサイト「OKWave」の利用者が引

き続き拡大しており、ポータル事業については売上高が前年同期比34.9%増加いたしました。しかしながら事業収益

の柱である企業向けサービスにおいて、企業側が経費削減を行う傾向が出てきているため、全体としての売上高は前

年同期比11.5%増となっております。また、全社的な経費削減を行った結果、営業利益はプラスとなりましたが、一

部出資先の評価減による特別損失の計上等により、当期純利益はマイナスとなっております。 

 以上の結果、当第３四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。データベース貸し出しサービスである「QAPartner」における導入サイ

ト（パートナーサイト）の当第３四半期連結累計期間末における数は、前期末(平成20年6月末)の81サイトから30サ

イト増加の111サイトとなりました。 

 また、サービス運営面における機能アップとして、Q&Aサイト「OKWave」をiPhone3G版、iPod Touchに対応、モバ

イル版『マルチメディアQ&Aサービス』の開始、マイクロソフトのIE8に対応した『OKWaveアクセラレータ』の提供と

いった様々な面において利用者にアピールしてまいりました。 

 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、FAQ（よくある質問と回答）作成管理ソフトウェアをSaaSまたはASPとして

様々な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３四半期連結

累計期間末における導入サイト数は、前期末(平成20年6月末)の210サイトから6サイト増加の216サイトとなりまし

た。厳しい環境の中でも大型の導入案件や代理店経由の新規案件、既存顧客からの追加案件が収益向上に貢献いたし

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。 

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３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 1,015,111 

 営業利益 3,827 

 経常利益 △30,085 

 当期純利益 △98,700 

  当第３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 464,840 

 営業利益 42,204 

  当第３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 550,270 

 営業利益 269,413 
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①資産、負債及び純資産の状況 

(ア)資産 

 当第３四半期連結累計期間末における資産残高は、主に現預金の減少により2,129,582千円（前連結会計年度末比

121,683千円減少）となりました。 

(イ)負債 

 当第３四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減少により130,767千円（前連結会計年度

末比26,499千円減少）となりました。 

(ウ)純資産 

 当第３四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1,998,814千円（前年同期比95,184

千円減少）となりました。 

②キャッシュフローの状況 

 当第３四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

265,545千円減少し、958,535千円となりました。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３四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、208,217

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３四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、460,422千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３四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。 

  

 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。 

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 758,535 924,080

売掛金 195,205 278,208

有価証券 300,000 300,000

その他 56,463 60,529

貸倒引当金 △1,416 △978

流動資産合計 1,308,787 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 △7,974 △5,529

建物及び構築物（純額） 15,126 17,571

工具、器具及び備品 326,199 275,978

減価償却累計額 △202,181 △144,978

工具、器具及び備品（純額） 124,018 131,000

有形固定資産合計 139,144 148,571

無形固定資産   

のれん 5,472 7,114

ソフトウエア 137,046 57,888

ソフトウエア仮勘定 225,341 85,016

その他 11,950 11,005

無形固定資産合計 379,810 161,024

投資その他の資産   

投資有価証券 186,924 251,263

その他 114,914 128,565

投資その他の資産合計 301,839 379,828

固定資産合計 820,794 689,425

資産合計 2,129,582 2,251,265

負債の部   

流動負債   

買掛金 27,128 29,090

未払金及び未払費用 81,230 87,835

未払法人税等 8,234 5,534

その他 14,173 34,805

流動負債合計 130,767 157,266

負債合計 130,767 157,266
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年３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 89,422 188,123

株主資本合計 1,988,665 2,082,966

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △6,819 1,071

評価・換算差額等合計 △6,819 1,071

新株予約権 9,285 4,811

少数株主持分 7,683 5,148

純資産合計 1,998,814 2,093,998

負債純資産合計 2,129,582 2,251,265
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,015,111

売上原価 445,403

売上総利益 569,708

販売費及び一般管理費 565,880

営業利益 3,827

営業外収益  

受取利息 5,276

雑収入 1,396

営業外収益合計 6,673

営業外費用  

為替差損 10,664

持分法による投資損失 29,904

雑損失 18

営業外費用合計 40,586

経常損失（△） △30,085

特別損失  

固定資産除却損 861

投資有価証券評価損 50,034

特別損失合計 50,896

税金等調整前四半期純損失（△） △80,981

法人税、住民税及び事業税 21,237

法人税等調整額 △6,214

法人税等合計 15,022

少数株主利益 2,695

四半期純損失（△） △98,700
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成21年３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（△） △80,981

減価償却費 137,928

のれん償却額 1,641

貸倒引当金の増減額（△は減少） 438

受取利息及び受取配当金 △5,276

為替差損益（△は益） 9,987

持分法による投資損益（△は益） 29,904

投資有価証券評価損 50,034

売上債権の増減額（△は増加） 83,003

仕入債務の増減額（△は減少） △1,962

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △4,688

その他 △9,244

小計 210,783

利息及び配当金の受取額 5,000

法人税等の支払額 △19,723

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 208,217

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 △60,527

無形固定資産の取得による支出 △291,176

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 7,500

その他 △619

投資活動によるキャッシュ・フロー △460,422

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 △17,739

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265,545

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 958,535
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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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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３四半期連結累計期間（自 平成20年７月１日 至 平成21年３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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（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 464,840 550,270 1,015,111 ― 1,015,111 

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
― ― ― ― ― 

計 464,840 550,270 1,015,111 ― 1,015,111 

営業利益 42,204 269,413 311,618 △307,790 3,827 

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
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「参考資料」  

前年同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３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 910,415 

Ⅱ 売上原価 406,499 

売上総利益 503,915 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 539,682 

営業損失 35,767 

Ⅳ 営業外収益 4,974 

１．受取利息  3,563 

２．雑収入  1,410 

Ⅴ 営業外費用  37,800 

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 

経常損失 68,593 

Ⅵ 特別利益 32,348 

１．関係会社株式売却益  32,348 

Ⅶ 特別損失   53,000 

１．補償損失   53,000 

税金等調整前四半期純損失 89,244 

法人税、住民税及び事業税 1,886 

法人税等調整額 △20,034 

少数株主損失 △4,695 

四半期純損失 66,400 
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（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３四半期） 

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） △89,244

減価償却費 100,849

のれん償却額  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

貸倒引当金の増加額 0

受取利息 △3,563

為替差損  9,752

売上債権の増加額 △1,782

前払費用の減少額 11,319

仕入債務の増加額 12,141

未収入金の増加額 △1,253

未払金の増加額 94,642

未払消費税等の減少額 △8,572

前受金の減少額 △15,555

預り金の減少額 △523

その他 7,114

小計 113,998

利息の受取額 3,563

法人税等の支払額 △109,394

営業活動によるキャッシュ・フロー 8,167

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 △79,476

無形固定資産の取得による支出 △108,856

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 △238,200

保証金の差入による支出 △38,562

保険積立金による支出 △788

連結範囲の変更を伴う子会社株式
の売却による支出 △9,969

投資活動によるキャッシュ・フロー △485,851

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 △8,606

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △193,920

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期末残高 1,069,368
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前年同四半期（平成20年６月期第３四半期） 

（単位：千円）

  

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 
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

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕
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