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1.  平成22年6月期第2四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第2四半期 691 4.2 9 ― 9 ― 4 ―
21年6月期第2四半期 663 ― △7 ― △33 ― △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

22年6月期第2四半期 51.80 51.40
21年6月期第2四半期 △771.02 ―

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

22年6月期第2四半期 1,952 1,811 92.1 20,936.22
21年6月期 1,995 1,810 90.1 20,952.13

（参考） 自己資本   22年6月期第2四半期  1,798百万円 21年6月期  1,797百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年6月期 ― 0.00

22年6月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年6月期の連結業績予想（平成21年7月1日～平成22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 1,614 13.4 114 121.8 101 ― 56 ― 652.41
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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  
[(注)詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。] 

(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） 

※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、たぶんに不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変
化等により、予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第2四半期 85,885株 21年6月期  85,805株
② 期末自己株式数 22年6月期第2四半期  ―株 21年6月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年6月期第2四半期 85,835株 21年6月期第2四半期 85,703株
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①全般的概況  
  当第２四半期連結累計期間（平成21年7月１日～12月31日）におけるわが国経済は、世界的な金融危機
からの急激な落ち込みも、幾分緩やかに変化しつつあり、一部では回復の兆しが見られるものの、依然と
して景気の先行き不透明感はぬぐい切れず、厳しい状況が続いています。  
 一方で、日本のインターネット利用者数は平成21年9月末で9,598万人（※1）と増加を続けており、当
社の日本初、最大級のQ&Aサイト「OKWave」も、引き続き利用者を拡大しております。  
 また、ソフトウェアなどをインターネット経由のサービスとして利用するクラウドコンピューティング
の平成21年の市場規模は1,406億円（※2）であり、企業による需要の一層の拡大が見込まれる中、当社が
SaaSやASPで提供するFAQ（よくある質問と回答）作成管理ソフトウェアも、順調に顧客数を伸ばしており
ます。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、次の通りとなりました。  
  

 
（※1）出典:「Internet World Stats」（Miniwatts Marketing Group） 

（※2）出典:「クラウドコンピューティング市場に関する調査結果2009」（矢野経済研究所） 

  

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。  
 当第２四半期連結累計期間におきましては、「OKWaveデスクトップガジェット」「OKWave Dashboardウ
ィジェット」の提供、Q&Aサイト「OKWave」への「お絵かきQ&A」機能の実装、「OKWave」モバイル版での
「OKアバター」サービスの開始、「OKWave」iPhoneアプリへの投稿機能の追加、といったユーザー拡大の
ための施策に加え、Q&Aサイト「OKWave」の新プラットフォームの公開、オンライン百科事典Wikipediaと
連動した「OKWiki」の提供、Twitterの仕組みを利用したQ&Aサイト「OKetter(オケッター)」の提供な
ど、今後の当社のQ&Aサービスを担う仕組み作りに注力してまいりました。特に「OKWave」の新プラット
フォームにおいては、将来的なグローバル展開を視野に入れ、ユーザーがより安心かつ安全にサイトを利
用できるためのマイページの機能強化や快適さを追及したサイトデザインのリニューアルなどを行ってお
ります。  
 また、中国最大手ポータルサイト運営の新浪网技術（中国）有限公司(SINA)との提携による中国本土向
け中国語版Q&Aサイトのオープンや、日本最大級の医師・医療従事者向け情報サイトを運営する株式会社
ケアネットとの業務提携による有料サービスの提供など、新市場の開拓にも努めてまいりました。  
 このような活動が多くの企業に評価され、データベース貸し出しサービスである「QA Partner」におけ
る提供サイト（パートナーサイト）の数は、平成21年6月期末の123サイトから17サイト純増の140サイト
と大きく拡大いたしました。新規クライアントとして、株式会社リクルート、株式会社時事通信社、株式
会社損害保険ジャパン、ロゼッタストーン・ジャパン株式会社などへご提供を開始いたしました。  
 しかしながら、収益面では、大手既存顧客との価格調整があったこと、また企業の広告宣伝費抑制の影
響を受けたことなどから、当初予想を下回りました。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間のポータル事業の業績は、次の通りとなりました。  
  

 
  

【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 691,202

 営業利益 9,072

 経常利益 9,895

 四半期純利益 4,446

当第２四半期連結累計期間（千円）

 売上高 282,415

 営業損失（△） △6,571

㈱オウケイウェイヴ(3808)　平成22年6月期第2四半期決算短信

3



 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により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２四半期連結累計期間におきましては、金融業界への新規ご提供が続き、特に株式会社三菱東京
UFJ銀行へのご提供により、メガバンク3行全てへのご提供が実現いたしました。また、楽天オークション
株式会社へ『OKBiz』のご提供を開始したほか、多数のお問い合わせが寄せられる大規模コンタクトセン
ター向けの『OKBiz Ver.6.1』の発売をいたしました。さらには、株式会社NTTデータのご協力のもと、神
奈川県小田原市、神奈川県大和市に続く地方自治体へのご提供先となる東京都中央区のFAQシステムの構
築を行いました。  
 その結果、平成21年6月期末の216サイトから5サイト純増の221サイトとなりました。新規クライアント
として、株式会社三菱東京UFJ銀行、松井証券株式会社、株式会社クレディセゾン、株式会社SBI証券、株
式会社みずほ銀行、楽天オークション株式会社などへご提供を開始いたしました。  
 また、「SaaS World Tokyo 2009」といったコンファレンスへの出展などマーケティング活動を活発化
させたことで、業界におけるプレゼンス向上ならびに新規顧客の獲得、収益向上に貢献いたしました。  
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間のソリューション事業の業績は、次の通りとなりました。  
  

 
  

①資産、負債及び純資産の状況  
(ア)資産  
 当第２四半期連結会計期間末における資産残高は、主に売掛金の減少により1,952,676千円（前連結会
計年度末比43,035千円減少）となりました。  
(イ)負債  
 当第２四半期連結会計期間末における負債残高は、主に未払金及び未払費用の減少により141,496千円
（前連結会計年度末比43,693千円減少）となりました。  
(ウ)純資産  
 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、主に利益剰余金の増加により1,811,180千円（前連結
会計年度末比657千円増加）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27,316千円減少し、987,420千円となりました。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、164,646千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
めの支出により、185,313千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、
1,600千円の収入となりました。  

  

当第２四半期連結累計期間（千円）

 売上高 408,787

 営業利益 181,978

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年６月期の連結業績については、平成21年8月14日発表の予想を変更しておりません。  
 ポータル事業においては、Q&AサイトがBlog、SNSに次ぐ成長領域であることから、既存顧客へのサービ
ス充実により確実な収益確保を行いつつも、新規顧客の獲得や他社との連携などを推し進めることでユー
ザー流入の窓口を広げ、サイトを拡大してまいります。下期(平成22年1月1日～6月30日)においては、新
浪网技術（中国）有限公司へ提供している中国語版Q&Aサイトのリニューアルやキャンペーンの実施によ
り、さらなる利用者の拡大を見込んでおります。  
 ソリューション事業においても、金融業界、地方自治体はもちろん、小売、メーカーなど、幅広い業界
へのアプローチを強化していくことで、顧客の一層の拡大を図ってまいります。  
 いずれの事業においても、顧客やユーザーのニーズを捉えた新機能の開発によるサービス充実を厳しい
予算管理のもとで行うことで、他社との差別化を図ってまいる所存です。  
  
※ 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。実際の業績などは、業況の変化などにより、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。 

  

該当事項はありません。 

  

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２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 787,420 814,737 

売掛金 184,285 218,875 

有価証券 300,000 300,000 

その他 55,353 68,255 

貸倒引当金 △4,362 △5,447 

流動資産合計 1,322,697 1,396,420 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23,711 23,100 

減価償却累計額 △10,166 △8,789 

建物及び構築物（純額） 13,545 14,310 

工具、器具及び備品 339,856 324,891 

減価償却累計額 △230,612 △209,115 

工具、器具及び備品（純額） 109,243 115,776 

有形固定資産合計 122,789 130,087 

無形固定資産   

ソフトウエア 237,259 110,642 

ソフトウエア仮勘定 23,539 136,239 

その他 10,853 10,712 

無形固定資産合計 271,652 257,594 

投資その他の資産   

投資有価証券 94,672 92,616 

その他 166,536 142,626 

貸倒引当金 △25,670 △23,632 

投資その他の資産合計 235,538 211,610 

固定資産合計 629,979 599,292 

資産合計 1,952,676 1,995,712 

負債の部   

流動負債   

買掛金 20,353 29,463 

未払金及び未払費用 75,917 121,135 

未払法人税等 20,176 2,572 

その他 25,049 32,017 

流動負債合計 141,496 185,189 

負債合計 141,496 185,189 
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 965,521 964,721 

資本剰余金 935,321 934,521 

利益剰余金 △96,383 △100,829 

株主資本合計 1,804,459 1,798,413 

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △6,352 △615 

評価・換算差額等合計 △6,352 △615 

新株予約権 4,786 4,672 

少数株主持分 8,286 8,053 

純資産合計 1,811,180 1,810,523 

負債純資産合計 1,952,676 1,995,712 
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 663,561 691,202 

売上原価 278,567 363,904 

売上総利益 384,993 327,297 

販売費及び一般管理費 392,205 318,224 

営業利益又は営業損失（△） △7,211 9,072 

営業外収益   

受取利息 3,580 2,040 

雑収入 746 1,747 

営業外収益合計 4,326 3,787 

営業外費用   

為替差損 13,569 2,965 

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 2,965 

経常利益又は経常損失（△） △33,040 9,895 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 245 

特別利益合計 － 245 

特別損失   

固定資産除却損 861 1,553 

投資有価証券評価損 24,503 － 

特別損失合計 25,365 1,553 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△58,405 8,587 

法人税、住民税及び事業税 8,881 16,376 

法人税等調整額 △1,539 △12,585 

法人税等合計 7,341 3,790 

少数株主利益 330 350 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △66,078 4,446 
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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）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△58,405 8,587 

減価償却費 81,847 125,840 

のれん償却額 1,094 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 141 △1,085 

受取利息及び受取配当金 △3,580 △2,040 

為替差損益（△は益） 13,277 2,395 

持分法による投資損益（△は益） 16,567 － 

固定資産除却損 － 1,553 

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 34,590 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,538 △9,110 

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △19,168 6,859 

その他 △5,667 △12,115 

小計 110,645 155,475 

利息及び配当金の受取額 2,999 2,040 

法人税等の支払額 △1,407 △2,372 

法人税等の還付額 12,157 9,502 

営業活動によるキャッシュ・フロー 124,393 164,646 

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 △30,570 

無形固定資産の取得による支出 △201,486 △155,659 

投資有価証券の取得による支出 △15,600 △17 

短期貸付金の回収による収入 3,333 － 

長期貸付金の回収による収入 － 2,386 

その他 △350 △1,451 

投資活動によるキャッシュ・フロー △369,872 △185,313 

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 1,600 

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,400 1,600 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,254 △8,249 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △251,332 △27,316 

現金及び現金同等物の期首残高 1,224,080 1,014,737 

現金及び現金同等物の四半期末残高 972,747 987,420 
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該当事項はありません。 

  

 
  

 
(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 

 
  

(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】

前第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)

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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  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

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

当第２四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31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)

Ⅰ 売上高及び営業損益

  売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

282,415 408,787 691,202 ― 691,202

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 282,415 408,787 691,202   ― 691,202

営業利益又は営業損失（△） △6,571 181,978 175,407 (166,334) 9,072

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、OKBiz
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 前第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）及び当第２四半期連
結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 
  
 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が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。 

  

 前第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）及び当第２四半期連
結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年12月31日） 
  
 海外売上高は、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。 

  

【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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