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1. 平成23年６月期第２四半期の連結業績（平成22年７月１日～平成22年12月31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２四半期 814 17.8 78 764.3 78 689.6 29 564.7

22年６月期第２四半期 691 4.2 9 ― 9 ― 4 ―

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２四半期 343 89 341 77

22年６月期第２四半期 51 80 51 40

 (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２四半期 2,112 1,872 88.0 21,621 61

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２四半期 1,858百万円 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 ― 0 00

23年６月期(予想) ― 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、対前期増減率)

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

通期 1,601 13.8 136 79.7 137 77.3 64 66.6 744 66



  

 
(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２Ｑ 85,945株 22年６月期 85,945株

② 期末自己株式数 23年６月期２Ｑ ―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２Ｑ 85,945株 22年６月期２Ｑ 85,835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２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界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ものの、海外景気の下振れ懸念や為替レート・株価の変動などにより、景気
がさらに下押しされるリスクが存在しております。 
 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2013年度にはソーシャルメディア(SNS、ブログ、Q&Aサイト、動画・画像共有サイト、
クチコミサービス)市場は、広告収入および課金収入を合わせ、3,963億円に達すると予測されています。
（※2） 
 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（※3）。  
 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並びに新規事業の収益計上が寄与した結
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。 
  

 
    （※1）出典「Internet World Stats」（Miniwatts Marketing Group） 
    （※2）出典「ソーシャルメディアの市場展望と事業戦略 2010年度版」（ミック経済研究所） 
    （※3）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、ソーシャルメディア市場で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(平成22年７月１日～平成22年12月31日）では、地域別カテゴリーの新設や
マイページの改修、「OKWave」のIE９対応といった機能拡充に取り組んだほか、新規事業としてモバイル
有料課金サイトの多様化や新ソーシャルメディアの確立に注力してまいりました。 
 以上の結果、Q&Aサイト「OKWave」並びにパートナーサイトの広告収益の増加に加えて、新規事業の収
益計上の影響により、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

当連結累計期間
(千円)

前連結累計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 814,049 122,846 17.8

 営業利益 78,414 69,341 764.3

 経常利益 78,134 68,238 689.6

 四半期純利益 29,555 25,108 564.7

当連結累計期間
(千円)

前連結累計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 378,408 95,992 34.0

 営業利益 27,271 33,842 ― 
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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。
 当第２四半期連結累計期間(平成22年７月１日～平成22年12月31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提供開始したほか、業務効率化の成功事例に基づいた各業界別のFAQ(よくある質
問とその回答)構築・運用のための「FAQマネジメント・テンプレート」を27業種向けに提供開始いたしま
した。 
 以上の結果、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だことに加え、受注単
価の向上により、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、主に売掛金の増加により2,112,654千円（前連結会
計年度末比59,006千円増加）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増加により240,060千円
（前連結会計年度末比33,958千円増加）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1,872,593千円（前連結
会計年度末比25,047千円増加）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38,166千円増加し、1,229,787千円となりました。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、142,340千円の収入となりました。（前年同期は164,646千円の収入）  
(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、93,119千円の支出となりました。（前年同期は185,313千円の支出）  
(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、ありませんでした。（前年
同期は1,600千円の収入）  

  

通期につきましては、Q&Aサイト「OKWave」並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、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。詳細は、平成23年１月31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。 

  

当連結累計期間
(千円)

前連結累計期間比

増減額(千円) 増減率(％)

 売上高 435,641 26,854 6.6

 営業利益 231,988 50,009 27.5

(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

㈱オウケイウェイヴ(3808)　平成23年６月期　第２四半期決算短信

3



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）  

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、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ787千円減少し、税金等調
整前四半期純利益が11,266千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２四半期連結会計期間末
(平成22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22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 929,787 791,620

売掛金 226,665 181,577

有価証券 300,000 400,000

その他 39,645 51,543

貸倒引当金 △6,208 △405

流動資産合計 1,489,890 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 △13,458 △11,572

建物及び構築物（純額） 16,316 12,243

工具、器具及び備品 336,058 339,070

減価償却累計額 △253,221 △241,264

工具、器具及び備品（純額） 82,836 97,805

有形固定資産合計 99,153 110,049

無形固定資産

ソフトウエア 207,640 175,456

ソフトウエア仮勘定 20,861 86,495

その他 11,749 10,114

無形固定資産合計 240,250 272,066

投資その他の資産

投資有価証券 120,129 106,707

その他 204,117 180,078

貸倒引当金 △40,887 △39,590

投資その他の資産合計 283,360 247,195

固定資産合計 622,764 629,311

資産合計 2,112,654 2,053,647

負債の部

流動負債

買掛金 33,348 26,810

未払金及び未払費用 95,741 73,460

未払法人税等 54,101 60,241

その他 40,388 45,589

流動負債合計 223,580 206,102

固定負債

資産除去債務 16,480 －

固定負債合計 16,480 －

負債合計 240,060 206,102
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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 △32,854 △62,409

株主資本合計 1,869,188 1,839,633

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △9 △20

為替換算調整勘定 △10,909 △4,416

評価・換算差額等合計 △10,918 △4,437

新株予約権 3,545 4,190

少数株主持分 10,779 8,159

純資産合計 1,872,593 1,847,545

負債純資産合計 2,112,654 2,053,647
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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21年７月１日
至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 691,202 814,049

売上原価 363,904 374,316

売上総利益 327,297 439,733

販売費及び一般管理費 318,224 361,319

営業利益 9,072 78,414

営業外収益

受取利息 2,040 1,561

持分法による投資利益 － 1,663

雑収入 1,747 1,056

営業外収益合計 3,787 4,282

営業外費用

為替差損 2,965 4,561

営業外費用合計 2,965 4,561

経常利益 9,895 78,134

特別利益

貸倒引当金戻入額 245 550

新株予約権戻入益 － 683

特別利益合計 245 1,233

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

固定資産除却損 1,553 6,526

特別損失合計 1,553 17,004

税金等調整前四半期純利益 8,587 62,363

法人税、住民税及び事業税 16,376 50,276

法人税等調整額 △12,585 △20,088

法人税等合計 3,790 30,188

少数株主損益調整前四半期純利益 － 32,174

少数株主利益 350 2,619

四半期純利益 4,446 29,555
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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21年７月１日
至 平成21年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22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 8,587 62,363

減価償却費 125,840 131,224

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,085 5,259

受取利息及び受取配当金 △2,040 △1,561

為替差損益（△は益） 2,395 4,561

持分法による投資損益（△は益） － △1,663

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,478

固定資産除却損 1,553 6,508

売上債権の増減額（△は増加） 34,590 △45,087

仕入債務の増減額（△は減少） △9,110 6,538

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 6,859 17,395

その他 △12,115 △844

小計 155,475 195,171

利息及び配当金の受取額 2,040 1,690

法人税等の支払額 △2,372 △54,521

法人税等の還付額 9,502 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 164,646 142,340

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 △30,570 △10,490

無形固定資産の取得による支出 △155,659 △73,706

投資有価証券の取得による支出 △17 △9,900

長期貸付金の回収による収入 2,386 2,088

その他 △1,451 △1,110

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,313 △93,119

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 1,600 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,600 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,249 △11,054

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △27,316 38,166

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 987,420 1,229,787
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該当事項はありません。  

  

前第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) 

  

 
(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21年７月１日 至 平成21年12月31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 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 △6,751 181,978 175,407 （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

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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(追加情報) 

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。 

 当社はソーシャルメディア市場で、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２四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成22年12月31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 378,408 435,641 814,049 ― 814,049

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 378,408 435,641 814,049 ― 814,049

セグメント利益 27,271 231,988 259,259 △180,845 78,414

(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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