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1. 平成23年６月期第１四半期の連結業績（平成22年７月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年６月期第１四半期 378 10.5 38 471.9 36 723.3 10 242.4

22年６月期第１四半期 342 16.7 6 ― 4 ― 3 ―

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

23年６月期第１四半期 119 53 118 77

22年６月期第１四半期 34 96 34 67

 (2) 連結財政状態

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

23年６月期第１四半期 2,030 1,855 90.7 21,435 25

22年６月期 2,053 1,847 89.4 21,353 14

(参考) 自己資本 23年６月期第１四半期 1,842百万円 22年６月期 1,835百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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

22年６月期 ― 0 00 ― 0 00 0 00

23年６月期 ―

23年６月期(予想) 0 00 ― 0 00 0 00

3. 平成23年６月期の連結業績予想（平成22年７月１日～平成23年６月30日）
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 779 12.7 58 539.3 56 465.9 16 259.8 186 17

通期 1,505 7.0 107 41.3 107 38.5 55 43.2 639 94



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
  

  

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していませ

ん。 

  

・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的

であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性が

あります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半

期決算短信（添付資料）３ページ「(3)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】４ページ「2．その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 ( ― )            、除外  ―社（ ― )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年６月期１Ｑ 85,945株 22年６月期 85,945株

② 期末自己株式数 23年６月期１Ｑ ―株 22年６月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年６月期１Ｑ 85,945株 22年６月期１Ｑ 85,815株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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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は、海外経済の改善や各種の政策効果などを背景に景気
の持ち直しが期待される一方、雇用情勢の悪化懸念が依然として残っています。 
 インターネット関連業界におきましては、日本のインターネット利用者数は平成22年６月末で9,914万
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、その市場規模は平成22年以降急速に拡大し、平成24年には4,106
億円、平成27年には7,438億円に達すると予測されています（※2）。  
 このような環境のもと、ポータル事業における広告収益の増加が大きく寄与したほか、引き続き経費節
減等、業務効率化の推進を行ってきた結果、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。 

 
 （※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。 
当連結会計年度(平成22年７月１日～平成23年６月30日) の施策としては、①データベース貸し出しサー
ビス「QAPartner」の機能拡充、②モバイル有料課金サイトの多様化、③新メディアの確立を掲げており
ます。 
 当第１四半期連結会計期間(平成22年７月１日～平成22年９月30日) では、①Q&Aサイト「OKWave」での
“地域カテゴリー”の新設、②3キャリア公式サイト『本田健の幸せな経済自由人』の開設、③Twitterと
の連動によるQ&Aサイト「おけったー（OKetter）」β版のリニューアル、ハウツー共有サイト
『OKGuide』パブリックβ版の開設などを行ってまいりました。 
 収益面におきましては、データベース貸し出しサービスである「QAPartner」の新規導入が引き続き堅
調に推移している他、Q&Aサイト「OKWave」のPV数が5,800万PVから6,500万PVへと伸張したことによる広
告収入の増加、また「QAPartner」提供先の広告収入の増加が大きく寄与し、売上高は175百万円(前年同
期比20.6％増)と大きく増収いたしました。 
 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。 
  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

当連結会計期間
(千円)

前連結会計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 378,554 36,016 10.5

 営業利益 38,015 31,367 471.9

 経常利益 36,713 32,254 723.3

 四半期純利益 10,272 7,272 242.4

当連結会計期間
(千円)

前連結会計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 175,620 29,982 20.6

 営業利益 15,024 12,959 627.5
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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

として、様々な企業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。
 当連結会計年度(平成22年７月１日～平成23年６月30日) の施策としては、マーケティング活動の強化
による拡販を掲げております。 
 当第１四半期連結会計期間(平成22年７月１日～平成22年９月30日) では、FAQソリューションシステム
「OKBiz」の機能を一部カスタマイズすることで、大手企業における企業内情報共有化ツールとしての活
用を支援するサービスを、トランスコスモス株式会社との連携により提供開始いたしました。 
 収益面におきましては、引き続き金融業界への導入のほか、メーカーやメディア業界への導入も進んで
おり、売上高は202百万円(前年同期比3.1％増)と堅調に推移しております。 
 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。 
  

 

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、主に現金及び預金の減少により2,030,372千円（前
連結会計年度末比23,275千円減少）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、主に未払法人税等の減少により175,256千円（前連
結会計年度末比30,845千円減少）となりました。  
(ウ)純資産  
 当第１四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1,855,116千円（前連結
会計年度末比7,570千円増加）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50,640千円減少し、1,140,980千円となりました。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１四半期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、主に減価償却費の増加によ
り、21,077千円の収入となりました。（前年同期は95,689千円の収入）  
(イ)投資活動によるキャッシュ・フロー  
 当第１四半期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
めの支出により、65,508千円の支出となりました。（前年同期は114,912千円の支出）  
(ウ)財務活動によるキャッシュ・フロー  
 当第１四半期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、ありませんでした。（前年
同期は600千円の収入）  

  

第２四半期連結会計期間についても引き続きポータル事業の運営するQ&Aサイト「OKWave」ならびにパ
ートナーサイトの広告収益の増加が見込まれることから、第２四半期連結累計期間の業績予想につきまし
ては、平成22年8月12日に公表いたしました業績予想を修正いたしました。通期の業績予想につきまして
は、当初業績予想から変更ございません。詳細は、本日（平成22年11月５日）付開示資料「業績予想の修
正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

当連結会計期間
(千円)

前連結会計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 202,933 6,034 3.1

 営業利益 104,335 20,605 24.6

(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。  

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20
年３月31）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20
年３月31日）を適用しております。 
 これにより、営業利益、経常利益がそれぞれ393千円減少し、税金等調整前四半期純利益が10,872千
円減少しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は16,437千円であり
ます。 

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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22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22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 740,980 791,620

売掛金 193,312 181,577

有価証券 400,000 400,000

その他 49,169 51,543

貸倒引当金 △417 △405

流動資産合計 1,383,044 1,424,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,775 23,816

減価償却累計額 △12,515 △11,572

建物及び構築物（純額） 17,259 12,243

工具、器具及び備品 344,981 339,070

減価償却累計額 △253,442 △241,264

工具、器具及び備品（純額） 91,539 97,805

有形固定資産合計 108,798 110,049

無形固定資産

ソフトウエア 141,351 175,456

ソフトウエア仮勘定 114,347 86,495

その他 11,181 10,114

無形固定資産合計 266,880 272,066

投資その他の資産

投資有価証券 119,146 106,707

その他 193,691 180,078

貸倒引当金 △41,188 △39,590

投資その他の資産合計 271,649 247,195

固定資産合計 647,328 629,311

資産合計 2,030,372 2,053,647

負債の部

流動負債

買掛金 26,454 26,810

未払金及び未払費用 73,778 73,460

未払法人税等 23,979 60,241

その他 34,585 45,589

流動負債合計 158,797 206,102

固定負債

資産除去債務 16,458 －

固定負債合計 16,458 －

負債合計 175,256 206,102
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 966,121 966,121

資本剰余金 935,921 935,921

利益剰余金 △52,137 △62,409

株主資本合計 1,849,905 1,839,633

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △46 △20

為替換算調整勘定 △7,606 △4,416

評価・換算差額等合計 △7,653 △4,437

新株予約権 3,621 4,190

少数株主持分 9,242 8,159

純資産合計 1,855,116 1,847,545

負債純資産合計 2,030,372 2,053,647
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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）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 342,537 378,554

売上原価 180,713 173,216

売上総利益 161,824 205,337

販売費及び一般管理費 155,176 167,321

営業利益 6,647 38,015

営業外収益

受取利息 1,237 890

持分法による投資利益 － 742

雑収入 705 85

営業外収益合計 1,943 1,717

営業外費用

為替差損 4,131 3,019

営業外費用合計 4,131 3,019

経常利益 4,459 36,713

特別利益

貸倒引当金戻入額 385 250

新株予約権戻入益 － 607

特別利益合計 385 857

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,478

特別損失合計 － 10,478

税金等調整前四半期純利益 4,845 27,092

法人税、住民税及び事業税 617 22,065

法人税等調整額 859 △6,328

法人税等合計 1,476 15,736

少数株主損益調整前四半期純利益 － 11,355

少数株主利益 368 1,082

四半期純利益 3,000 10,272
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22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利益 4,845 27,092

減価償却費 57,003 64,758

貸倒引当金の増減額（△は減少） △910 △230

受取利息及び受取配当金 △1,237 △890

為替差損益（△は益） 3,718 3,019

持分法による投資損益（△は益） － △742

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,478

売上債権の増減額（△は増加） 41,077 △11,734

仕入債務の増減額（△は減少） △10,522 △356

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 7,164 1,519

その他 △4,314 △18,307

小計 96,823 74,606

利息及び配当金の受取額 1,237 924

法人税等の支払額 △2,372 △54,454

営業活動によるキャッシュ・フロー 95,689 21,077

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 △23,282 △6,634

無形固定資産の取得による支出 △91,784 △48,929

投資有価証券の取得による支出 － △9,900

長期貸付金の回収による収入 720 500

その他 △565 △544

投資活動によるキャッシュ・フロー △114,912 △65,508

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 600 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 600 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,332 △6,209

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △23,955 △50,640

現金及び現金同等物の期首残高 1,014,737 1,191,620

現金及び現金同等物の四半期末残高 990,781 1,140,980
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該当事項はありません。  

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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 
  

 
  
  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30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１四半期連結累計期間(自 平成21年７月１日 至 平成21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。 

  

(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 145,638 196,899 342,537 ― 342,537

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 145,638 196,899 342,537 ― 342,537

営業利益 2,065 83,729 85,794 （79,146） 6,647

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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号  平成20年３月21日)を適用しております。 

  

１  報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社はQ&A形式の情報交換のSocial Search市場で、Q&Aサイト「OKWave」のデータベース貸し出し及び広

告販売を行っている「ポータル事業」とFAQ（よくある質問と回答）作成管理ソフトウェアを主に企業に対

してSaaSまたはASP（期間貸し）で提供する「ソリューション事業」の２つを報告セグメントとしておりま

す。 

 
２  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

当第１四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年９月30日) 

 
 (注) １．セグメント利益の調整額は、全社費用であります。全社費用は、主に報告セグメント 

      に帰属しない管理部門等に係る費用であります。 

    ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。  

  

【セグメント情報】

報告セグメント サービスの種類

ポータル事業 QA Partner、広告サービス

ソリューション事業 OKBiz、OKFAQ、OKWave ASK-OK

(単位：千円)

報告セグメント
調整額 
(注)１

四半期連結損
益計算書計上
額（注)２ポータル事業

ソリューション
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 175,620 202,933 378,554 ― 378,554

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 175,620 202,933 378,554 ― 378,554

セグメント利益 15,024 104,335 119,359 △81,343 38,015

(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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