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1. 平成23年６月期第３四半期の連結業績（平成22年７月１日～平成23年３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３四半期 1,240 18.4 134 179.9 134 167.6 106 273.4

22年６月期第３四半期 1,047 3.2 47 ― 50 ― 28 ―

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３四半期 1,243 64 1,235 43

22年６月期第３四半期 333 43 330 94

 (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３四半期 2,118 1,948 91.3 22,501 78

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３四半期 1,933百万円 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 1,604 14.0 137 81.0 139 79.9 112 191.5 1,303 16



  

 
(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３Ｑ 85,945株 22年６月期 85,945株

② 期末自己株式数 23年６月期３Ｑ ―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３Ｑ 85,945株 22年６月期３Ｑ 85,856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  
 このたびの「東北地方太平洋沖地震」（以下、東日本大震災）で被災された皆様には、心からお見舞い
を申し上げますとともに、一日も早い復興をお祈り申し上げます。  
 当第３四半期連結累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ものの、電力供給の制約やサプライチェーン立て直しの遅れにより、景気が下
振れす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、広告収入及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。 
  

 
    （※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」のデータベース貸し出
し及び広告販売を行っております。 
 当第３四半期連結累計期間(平成22年７月１日～平成23年３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、プロフィールページのリニ
ューアル等、機能面の細かなサイト改修を行ってまいりました。また平成23年３月11日に発生いたしまし
た「東日本大震災」を受けまして、被災者向け情報ページや緊急医療相談サイトといった特設サイトを開
設してまいりました。 
 以上の結果、全体的にQ&A数やアクセス数等が増加したことにより、ポータル事業の業績は、次の通り
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 1,240,242 192,644 18.4

 営業利益 134,117 86,194 179.9

 経常利益 134,868 84,463 167.6

 四半期純利益 106,884 78,257 273.4

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 585,708 168,306 40.3

 営業利益 44,109 45,782 ― 
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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３四半期連結累計期間(平成22年７月１日～平成23年３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。またFAQ作成管理ツールの 新バージョン「OKBiz Ver.6.2」を発売したことによりWeb APIでの提
供や、Q&Aサイト「OKWave」との連携が可能となり、2,300万件以上のQ&Aデータベースから、FAQにマッチ
したQ&Aを提示することが可能となりました。 
 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３四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増加により2,118,054千円（前
連結会計年度末比64,406千円増加）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減少により169,834千円（前連
結会計年度末比36,267千円減少）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1,948,219千円（前連結
会計年度末比100,673千円増加）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99,367千円増加し、1,290,988千円となりました。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、235,236千円の収入となりました。（前年同期は270,248千円の収入）  
(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、124,246千円の支出となりました。（前年同期は135,650千円の支出）  
(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、ありませんでした。（前年
同期は2,000千円の収入）  

  

平成23年１月31日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正いたしました。詳細は、平成23年４月
27日付開示資料「特別利益の発生に伴う業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 
なお、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による影響につきましては、新規案件の鈍化は見込ま

れるものの、Q&Aサイト「OKWave」等の運営・提供は依然活発に行われているため、業績への影響は軽微
と考えております。現時点では影響金額を合理的に見積もることが出来ないため、引き続き精査を行い、
業績への影響が見込まれる場合には、速やかに開示致します。 

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 654,533 24,337 3.9

 営業利益 349,520 56,513 19.3

(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）  

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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益がそれぞれ1,181千円減少し、税金等
調整前四半期純利益が11,659千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３四半期連結会計期間末
(平成23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22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 990,988 791,620

売掛金 208,159 181,577

有価証券 300,000 400,000

その他 36,224 51,543

貸倒引当金 △6,179 △405

流動資産合計 1,529,192 1,424,336

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,948 23,816

減価償却累計額 △14,408 △11,572

建物及び構築物（純額） 15,539 12,243

工具、器具及び備品 330,463 339,070

減価償却累計額 △262,077 △241,264

工具、器具及び備品（純額） 68,385 97,805

有形固定資産合計 83,925 110,049

無形固定資産

ソフトウエア 159,163 175,456

ソフトウエア仮勘定 42,996 86,495

その他 11,498 10,114

無形固定資産合計 213,659 272,066

投資その他の資産

投資有価証券 77,293 106,707

その他 254,580 180,078

貸倒引当金 △40,596 △39,590

投資その他の資産合計 291,276 247,195

固定資産合計 588,861 629,311

資産合計 2,118,054 2,053,647

負債の部

流動負債

買掛金 35,043 26,810

未払金及び未払費用 70,235 73,460

未払法人税等 10,842 60,241

その他 37,211 45,589

流動負債合計 153,332 206,102

固定負債

資産除去債務 16,501 －

固定負債合計 16,501 －

負債合計 169,834 206,102
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23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 44,474 △62,409

株主資本合計 1,946,517 1,839,633

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △17 △20

為替換算調整勘定 △12,585 △4,416

評価・換算差額等合計 △12,602 △4,437

新株予約権 3,545 4,190

少数株主持分 10,759 8,159

純資産合計 1,948,219 1,847,545

負債純資産合計 2,118,054 2,053,647
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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21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 1,047,597 1,240,242

売上原価 541,333 573,050

売上総利益 506,264 667,191

販売費及び一般管理費 458,341 533,074

営業利益 47,923 134,117

営業外収益

受取利息 3,144 1,992

持分法による投資利益 － 603

雑収入 1,703 1,609

営業外収益合計 4,848 4,205

営業外費用

為替差損 2,366 3,453

営業外費用合計 2,366 3,453

経常利益 50,404 134,868

特別利益

貸倒引当金戻入額 460 850

新株予約権戻入益 710 683

関係会社株式売却益 － 2,516

特別利益合計 1,170 4,050

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 10,571

投資有価証券評価損 － 1,160

特別損失合計 1,553 22,210

税金等調整前四半期純利益 50,022 116,708

法人税、住民税及び事業税 44,883 37,189

法人税等調整額 △24,398 △29,965

法人税等合計 20,484 7,224

少数株主損益調整前四半期純利益 － 109,484

少数株主利益 910 2,599

四半期純利益 28,627 106,884
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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21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23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 50,022 116,708

減価償却費 193,917 193,328

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,204 4,939

受取利息及び受取配当金 △3,144 △1,992

為替差損益（△は益） 1,784 3,453

持分法による投資損益（△は益） － △603

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 10,553

関係会社株式売却損益（△は益） － △2,516

投資有価証券評価損益（△は益） － 1,160

売上債権の増減額（△は増加） 41,046 △26,581

仕入債務の増減額（△は減少） △9,704 8,233

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 2,507 1,349

その他 △13,381 △2,992

小計 263,397 315,519

利息及び配当金の受取額 3,113 2,120

法人税等の支払額 △5,766 △82,403

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 270,248 235,236

投資活動によるキャッシュ・フロー

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 △33,687 △13,361

無形固定資産の取得による支出 △206,108 △104,671

投資有価証券の取得による支出 △17 △19,900

子会社株式の取得による支出 △1,318 －

投資有価証券の償還による収入 － 10,000

長期貸付金の回収による収入 4,253 4,117

関係会社株式の売却による収入 － 3,120

その他 1,228 △3,550

投資活動によるキャッシュ・フロー △135,650 △124,246

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 2,000 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,000 －

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,272 △11,622

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,325 99,367

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 1,145,062 1,290,988
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該当事項はありません。  

  

前第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) 

  

 
(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21年７月１日 至 平成22年３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 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

【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３四半期連結累計期間(自  平成22年７月１日  至  平成23年３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 Support、OKBiz Answer、OKFAQ

(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 585,708 654,533 1,240,242 ― 1,240,242

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 585,708 654,533 1,240,242 ― 1,240,242

セグメント利益 44,109 349,520 393,629 △259,512 134,117

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱オウケイウェイヴ(3808)平成23年６月期第３四半期短信

10




