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１．平成24年６月期第２四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成23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 ％

24年６月期第２四半期 726 △10.8 45 △42.4 45 △42.4 24 △18.3

23年６月期第２四半期 814 17.8 78 764.3 78 689.6 29 564.7

(注) 包括利益 24年６月期第２四半期 19百万円(△24.1％) 23年６月期第２四半期 25百万円(―％)

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

24年６月期第２四半期 280 75 279 03

23年６月期第２四半期 343 89 341 77

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年６月期第２四半期 2,233 1,946 86.8

23年６月期 2,131 1,943 91.0

(参考) 自己資本 24年６月期第２四半期 1,939百万円 23年６月期 1,940百万円

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

23年６月期 ― 0 00 ― 250 00 250 00

24年６月期 ― 0 00

24年６月期(予想) ― 250 00 250 00

３．平成24年６月期の連結業績予想（平成23年７月１日～平成24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 1,630 1.7 160 10.3 160 8.3 96 △14.4 1,116 71



  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。

  １．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。

  ２．当社は、平成24年２月３日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。当

日使用する決算説明会資料は、速やかに当社のホームページに掲載する予定です。

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社（社名）          、 除外  ―社（社名）

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 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) 24年６月期２Ｑ 85,985株 23年６月期 85,955株

② 期末自己株式数 24年６月期２Ｑ ―株 23年６月期 ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年６月期２Ｑ 85,967株 23年６月期２Ｑ 85,945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(平成23年７月１日～平成23年12月31日)におけるわが国経済は、各種の政策
効果などを背景に、景気の緩やかな持ち直し傾向が続くことが期待されておりますが、欧州の政府債務危
機などを背景とした海外景気の下振れや為替レート・株価の変動等によっては、景気が下振れするリスク
が存在しております。

インターネットメディアの動向としましては、1995年～2000年に一般の人々がインターネットに触れる
ようになり、現在のネットの基本となるEmailやBBS（掲示板）といったサービスが多く輩出され、2000年
からはブログや動画共有サイトへ一般の人々が情報を投稿する時代となりました。近年はソーシャルメデ
ィアであるFacebookが存在感を強めてきた影響により、インターネット上での “ヒトとヒトの結びつ
き”に焦点があたり、ソーシャルメディアへ注目が集まっております。

このような環境の中、当社は創業当時より“ヒトとヒトのつながり”に着眼したソーシャルメディア
Q&Aサイト「OKWave」の提供、また“ヒトと企業のつながり”を意識したFAQ(よくある質問と回答)を作
成・管理できるCRMソリューションを提供しております。

当連結会計年度からは、上記に加え、ソーシャルメディアとCRMソリューションを組み合わせたソーシ
ャルCRMサービスや専門家や一般の人々の知識や技術に焦点をあてた知識流通サービスの企画・開発のほ
か、コールセンター等のサポート部門へ提供しているFAQ作成・管理ツールの機能拡充に積極的に取り組
んでおります。

業績におきましては、前連結会計年度の第４四半期に連結子会社を売却したことや震災の影響により解
約があったほか、ソーシャルCRMサービス移行に向けQAPartnerの販売を縮小したことにより、次の通りと
なりました。しかしながら新製品「OKBiz Ver7.1」の新規受注は好調であり、またQ&Aサイト「OKWave」
も好調であるため、広告収益は堅調に推移しております。
 

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国内最大級のQ&Aサイト「OKWave」のデータ

ベース貸し出し及び広告販売、またTwitter形式で投稿できるQ&Aサイト「OKetter（おけったー）」で企
業とのコラボレーション企画の販売や携帯電話にて有料サイトの配信等を行っております。

当第２四半期連結累計期間(平成23年７月１日～平成23年12月31日)では、ソーシャルCRMツール「おけ
ったーエンタープライズ」を本格的に発売し、導入第一弾として株式会社ベネッセコーポレーションと共
催で「受験応援企画」を開始したほか、20言語対応の国際的ソーシャルQ&Aサイト「ARIGATO」を松竹株式
会社や楽天トラベル株式会社が運営するFacebookページへの提供を開始しました。

しかしながら前連結会計年度の第４四半期に連結子会社の株式を売却したこと、並びに「OKWave」本体
の拡大を担ってデータベース貸出サービスであるQAPartnerの販売を縮小し、次期サービスの企画・開発
への積極投資を行った結果、業績は次のとおりとなりました。
 

１．当四半期決算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 726,307 △87,741 △10.8

営業利益 45,184 △33,229 △42.4

経常利益 45,024 △33,109 △42.4

四半期純利益 24,135 △5,419 △18.3

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 292,690 △85,717 △22.7

営業利益 9,871 △17,399 △63.8
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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モデル(※
1)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23年７月１日～平成23年12月31日)の活動内容としましては、金融機関
向け強化パック『OKBiz Support for Finance』の提供を開始したほか、TwitterやFacebookといったソー
シャルメディアとの連携を実装、またFAQサイトの管理者向けに、FAQコンテンツへのアクセス数や検索結
果を分析し、レポートする機能の追加といったFAQ作成管理ツール『OKBiz Support Ver.7.1』の提供を開
始しました。これによりTSUTAYAを運営するカルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社などの大手企
業にも提供開始いたしました。

しかしながら、震災の影響により、提供先の事業の再編やサービスの閉鎖等があった関係上、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) ソフトウェア機能のうち、必要な機能を必要な分だけ、ネットワークを介して提供する形態

 

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、主に現金及び預金、売掛金の増加により2,233,507
千円（前連結会計年度末比101,510千円増加）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286,573千円
（前連結会計年度末比98,421千円増加）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、株式会社OK ALL及び株式会社オーケーライフの
子会社化に伴う少数株主持分の増加により1,946,934千円（前連結会計年度末比3,088千円増加）となりま
した。 
 
②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累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20,684千円増加し、1,409,893千円となりました。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、主に減価償却費の影響によ
り、171,452千円の収入となりました。（前年同四半期は142,340千円の収入） 
(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、主に有形・無形固定資産取
得のための支出により、123,747千円の支出となりました。（前年同四半期は93,119千円の支出） 
(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、主に配当金の支払いにより
20,503千円の支出となりました。（前年同四半期は収入、支出共にありません）

平成23年８月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。

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 433,617 △2,024 △0.5

営業利益 212,528 △19,459 △8.4

（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。

（１株当たり当期純利益に関する会計基準等の適用）

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号
平成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指
針第４号 平成22年６月30日）を適用しております。
潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するス

トック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・
オプションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更してお
ります。
なお、これによる影響はありません。

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の
変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変
更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）
を適用しております。

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,089,208 1,109,893

売掛金 173,106 193,111

有価証券 300,000 300,000

その他 33,188 34,139

貸倒引当金 △6,068 △8,022

流動資産合計 1,589,435 1,629,121

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 29,948 29,948

減価償却累計額 △15,358 △16,842

建物及び構築物（純額） 14,589 13,105

工具、器具及び備品 344,482 379,987

減価償却累計額 △272,164 △291,835

工具、器具及び備品（純額） 72,317 88,151

有形固定資産合計 86,907 101,256

無形固定資産

ソフトウエア 121,162 130,956

ソフトウエア仮勘定 53,556 56,446

その他 11,683 27,231

無形固定資産合計 186,402 214,633

投資その他の資産

投資有価証券 70,092 56,195

その他 239,453 271,987

貸倒引当金 △40,293 △39,686

投資その他の資産合計 269,252 288,496

固定資産合計 542,562 604,386

資産合計 2,131,997 2,233,507

負債の部

流動負債

買掛金 17,816 16,442

未払金及び未払費用 79,276 142,519

未払法人税等 20,835 34,202

1年内返済予定の長期借入金 － 7,188

その他 53,700 49,889

流動負債合計 171,629 250,241

固定負債

長期借入金 － 19,766

資産除去債務 16,522 16,565
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成23年６月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

固定負債合計 16,522 36,331

負債合計 188,152 286,573

純資産の部

株主資本

資本金 966,221 966,521

資本剰余金 936,021 936,321

利益剰余金 49,708 52,355

株主資本合計 1,951,951 1,955,198

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △32 △82

為替換算調整勘定 △11,381 △15,953

その他の包括利益累計額合計 △11,413 △16,036

新株予約権 3,308 3,308

少数株主持分 － 4,464

純資産合計 1,943,845 1,946,934

負債純資産合計 2,131,997 2,233,507
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
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22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

売上高 814,049 726,307

売上原価 374,316 358,858

売上総利益 439,733 367,449

販売費及び一般管理費 361,319 322,264

営業利益 78,414 45,184

営業外収益

受取利息 1,561 1,029

持分法による投資利益 1,663 －

貸倒引当金戻入額 － 600

雑収入 1,056 635

営業外収益合計 4,282 2,264

営業外費用

為替差損 4,561 1,944

雑損失 － 480

営業外費用合計 4,561 2,424

経常利益 78,134 45,024

特別利益

貸倒引当金戻入額 550 －

新株予約権戻入益 683 －

特別利益合計 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 6,526 1,440

投資有価証券評価損 － 457

投資有価証券売却損 － 1,895

特別損失合計 17,004 3,794

税金等調整前四半期純利益 62,363 41,230

法人税、住民税及び事業税 50,276 30,249

法人税等調整額 △20,088 △13,154

法人税等合計 30,188 17,095

少数株主損益調整前四半期純利益 32,174 24,135

少数株主利益 2,619 －

四半期純利益 29,555 24,135
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四半期連結包括利益計算書
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22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年12月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 32,174 24,135

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 11 △49

為替換算調整勘定 △6,492 △4,572

その他の包括利益合計 △6,481 △4,622

四半期包括利益 25,693 19,513

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 23,073 19,513

少数株主に係る四半期包括利益 2,619 －
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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22年７月１日
至 平成22年12月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23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 62,363 41,230

減価償却費 131,224 120,777

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,259 271

受取利息及び受取配当金 △1,561 △1,029

為替差損益（△は益） 4,561 1,944

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 6,508 1,440

投資有価証券売却損益（△は益） － 1,895

投資有価証券評価損益（△は益） － 457

売上債権の増減額（△は増加） △45,087 2,507

仕入債務の増減額（△は減少） 6,538 △1,374

未払金及び未払費用の増減額（△は減少） 17,395 23,761

その他 △844 △3,957

小計 195,171 187,927

利息及び配当金の受取額 1,690 1,029

法人税等の支払額 △54,521 △17,503

営業活動によるキャッシュ・フロー 142,340 171,452

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 △10,490 △38,748

無形固定資産の取得による支出 △73,706 △68,761

投資有価証券の取得による支出 △9,900 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ △7,930

投資有価証券の売却による収入 － 1,470

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 2,088 4,069

その他 △1,110 △23,848

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,119 △123,747

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

配当金の支払額 － △21,103

財務活動によるキャッシュ・フロー － △20,503

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,054 △6,516

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,166 20,684

現金及び現金同等物の期首残高 1,191,620 1,389,208

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,229,787 1,409,893
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当第２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日）

該当事項はありません。

Ⅰ 前第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)

１．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

(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。

２．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。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日)

１．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

(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。

２．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。

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成23年12月31日）

該当事項はありません。

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

【セグメント情報】

(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

(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 292,690 433,617 726,307 ― 726,307

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 292,690 433,617 726,307 ― 726,307

セグメント利益 9,871 212,528 222,400 △177,216 45,184

（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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