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1.  平成22年6月期第3四半期の連結業績（平成21年7月1日～平成22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 ％

22年6月期第3四半期 1,047 3.2 47 ― 50 ― 28 ―
21年6月期第3四半期 1,015 ― 3 ― △30 ― △98 ―

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3四半期 333.43 330.94
21年6月期第3四半期 △1,151.21 ―

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3四半期 2,025 1,835 90.1 21,232.03
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3四半期  1,823百万円 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 ― 652.25
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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3四半期 85,905株 21年6月期  85,805株
② 期末自己株式数 22年6月期第3四半期  ―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3四半期 85,856株 21年6月期第3四半期 85,736株
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①全般的概況  
  当第３四半期連結累計期間（平成21年7月１日～平成22年3月31日）におけるわが国経済は、世界的な
景気後退の影響により企業収益の低迷が続くなか、政府の経済対策により一部持ち直しの動きが見られ、
企業収益にも改善が見られました。しかしながら、国内の厳しい雇用情勢とデフレが懸念されるなど、先
行き不透明な状況が続いております。  
 その一方で、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、 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。  
 またインターネットビジネス市場では、ネットワークを介してソフトウェア等を利用するクラウド・コ
ンピューティングが注目を集めており、2010年以降急速に市場は拡大し、2012年には4,106億円、2015年
には7,438億円に達すると予測されています。（※2）  
 このような環境を背景に、当社では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
アの販売が順調に推移しました。  
 当期、利益確保に至った要因としましては、大型開発の一巡、ならびに経費削減によるものでございま
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。  
 OKWaveの会員登録数は171万人、月間利用者数5,800万UU、Q&A総数2,150万件と順調に推移しております
(2010年3月末時点)。  
 また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20サイト純増の143サイトとなりました。第3四半期の新規クライ
アントとして、株式会社産経デジタル、凸版印刷株式会社、GMOホスティング＆セキュリティ株式会社、
株式会社リクルート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、また企業の広告宣伝費抑制の影響を受け、イン
プレッション型広告が苦戦となった結果、当第３四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３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 1,047,597

 営業利益 47,923

 経常利益 50,404

 四半期純利益 28,627

当第３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 417,402

 営業損失（△） △1,672
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 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３四半期連結累計期間におきましては、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』の発売開始、またどのような環境の方にもご利用いただけるよう「アクセシ
ビリティ機能」を充実した『OKFAQ』の発売といった新サービスの充実をはかってまいりました。  
 当事業の導入サイト数は、平成21年6月末の216サイトから4サイト純増の220サイトとなりました。第3
四半期新規のクライアントとして、株式会社セディナ、第一生命保険株式会社などへご提供を開始いたし
ました。  
 以上の結果、当第３四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３四半期連結会計期間末における資産残高は、主に繰延税金資産の増加により2,025,018千円（前
連結会計年度末比29,305千円増加）となりました。  
(イ)負債  
 当第３四半期連結会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189,369千円（前連
結会計年度末比4,180千円増加）となりました。  
(ウ)純資産  
 当第３四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1,835,648千円（前連結
会計年度末比25,125千円増加）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130,325千円増加し、1,145,062千円となりました。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、270,248千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
めの支出により、135,650千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、
2,000千円の収入となりました。  

  

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、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、さらなる新
規顧客の獲得、またソーシャルメディアを活用したサービス推進などによって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。  
 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（千円）

 売上高 630,195

 営業利益 293,007

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
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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。 

  

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22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21年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 745,062 814,737

受取手形及び売掛金 177,828 218,875

有価証券 400,000 300,000

その他 57,734 68,255

貸倒引当金 △5,323 △5,447

流動資産合計 1,375,302 1,396,420

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 23,816 23,100

減価償却累計額 △10,865 △8,789

建物及び構築物（純額） 12,951 14,310

工具、器具及び備品 366,078 324,891

減価償却累計額 △248,248 △209,115

工具、器具及び備品（純額） 117,830 115,776

有形固定資産合計 130,781 130,087

無形固定資産

ソフトウエア 225,796 110,642

ソフトウエア仮勘定 40,293 136,239

その他 10,682 10,712

無形固定資産合計 276,773 257,594

投資その他の資産

投資有価証券 99,483 92,616

その他 172,079 142,626

貸倒引当金 △29,401 △23,632

投資その他の資産合計 242,161 211,610

固定資産合計 649,716 599,292

資産合計 2,025,018 1,995,712

負債の部

流動負債

買掛金 19,759 29,463

未払金及び未払費用 99,190 121,135

未払法人税等 47,308 2,572

その他 23,111 32,017

流動負債合計 189,369 185,189

負債合計 189,369 185,189
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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21年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 965,721 964,721

資本剰余金 935,521 934,521

利益剰余金 △72,202 △100,829

株主資本合計 1,829,040 1,798,413

評価・換算差額等

為替換算調整勘定 △5,102 △615

評価・換算差額等合計 △5,102 △615

新株予約権 4,133 4,672

少数株主持分 7,577 8,053

純資産合計 1,835,648 1,810,523

負債純資産合計 2,025,018 1,995,712
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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）

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

売上高 1,015,111 1,047,597

売上原価 445,403 541,333

売上総利益 569,708 506,264

販売費及び一般管理費 565,880 458,341

営業利益 3,827 47,923

営業外収益

受取利息 5,276 3,144

雑収入 1,396 1,703

営業外収益合計 6,673 4,848

営業外費用

為替差損 10,664 2,366

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 2,366

経常利益又は経常損失（△） △30,085 50,404

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 460

新株予約権戻入益 － 710

特別利益合計 － 1,170

特別損失

固定資産除却損 861 1,553

投資有価証券評価損 50,034 －

特別損失合計 50,896 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（△）

△80,981 50,022

法人税、住民税及び事業税 21,237 44,883

法人税等調整額 △6,214 △24,398

法人税等合計 15,022 20,484

少数株主利益 2,695 910

四半期純利益又は四半期純損失（△） △98,700 28,627
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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)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△80,981 50,022

減価償却費 137,928 193,917

のれん償却額 1,641 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 438 △1,204

受取利息及び受取配当金 △5,276 △3,144

為替差損益（△は益） 9,987 1,784

持分法による投資損益（△は益） 29,904 －

固定資産除却損 － 1,553

投資有価証券評価損益（△は益） 50,034 －

売上債権の増減額（△は増加） 83,003 41,046

仕入債務の増減額（△は減少） △1,962 △9,704

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） △4,688 2,507

その他 △9,244 △13,381

小計 210,783 263,397

利息及び配当金の受取額 5,000 3,113

法人税等の支払額 △19,723 △5,766

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 208,217 270,248

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 －

定期預金の払戻による収入 － 100,000

有形固定資産の取得による支出 △60,527 △33,687

無形固定資産の取得による支出 △291,176 △206,108

投資有価証券の取得による支出 △15,600 △17

子会社株式の取得による支出 － △1,318

短期貸付金の回収による収入 7,500 －

長期貸付金の回収による収入 － 4,253

その他 △619 1,228

投資活動によるキャッシュ・フロー △460,422 △135,650

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 2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 4,400 2,000

現金及び現金同等物に係る換算差額 △17,739 △6,272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △265,545 130,325

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 958,535 1,145,062
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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)

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

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

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成22年3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

417,402 630,195 1,047,597 ― 1,047,597

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 417,402 630,195 1,047,597   ― 1,047,597

営業利益又は営業損失（△） △1,672 293,007 291,334 (243,411) 47,923

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）及び当第３四半期連
結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年3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）及び当第３四半期連
結累計期間（自 平成21年７月１日 至 平成22年3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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