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(百万円未満切捨て)

１．平成24年６月期第３四半期の連結業績（平成23年７月１日～平成24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 ％

24年６月期第３四半期 1,126 △9.1 91 △32.1 94 △30.0 69 △34.6
23年６月期第３四半期 1,240 18.4 134 179.9 134 167.6 106 273.4

(注) 包括利益 24年６月期第３四半期 65百万円(△35.6％) 23年６月期第３四半期 101百万円(―％)

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３四半期 813 34 808 70

23年６月期第３四半期 1,243 64 1,235 43

（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３四半期 2,231 1,992 89.0

23年６月期 2,131 1,943 91.0

(参考) 自己資本 24年６月期第３四半期 1,985百万円 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 63 



  

 

 

 
  

  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

（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３Ｑ 85,985株 23年６月期 85,955株

② 期末自己株式数 24年６月期３Ｑ ―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３Ｑ 85,973株 23年６月期３Ｑ 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３四半期連結累計期間(平成23年７月１日～平成24年３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いますが、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動向としましては、ソーシャルネットワーキングサービス 大手のFacebook,
Inc.がIPO申請を行ったほか、Oracle Corporationがクラウドソリューション強化のため、コールセンタ
ーなどのCRMソリューションを提供しているRightNow Technologies, Inc.を買収するなど、今後、更にソ
ーシャルメディア並びにクラウド型CRMサービスに注目が集まると推測されます。 
 当社は、“人と人のつながり”に着眼したソーシャルQ&Aサイト「OKWave」や「ARIGATO」などの提供、
また“企業と顧客(B2C)、企業と従業員(B2E)のつながり”を意識したFAQ(よくある質問と回答)の作成か
ら運用を一元管理できるCRMソリューションを提供しております。 
 これらはいずれも、ユーザーによってやりとりされた「フロー情報」を整理したものを「ストック情
報」(ビッグデータ)として保管し、それを編集、加工することで「再利用情報」化する仕組みを提供し、
価値を生み出しております。 
 当第３四半期連結累計期間はソーシャルメディアを活用したソーシャルCRM「OKCorporation」などの企
画・開発を行ってきたほか、一般の方が個人間で知識や経験、スキルを売買できるソーシャルコマースプ
ラットフォームを企画・開発し、本年3月に知識・スキル流通サイト「Abilie[アビリエ]」正式版を公開
いたしました。 
 また、子会社の㈱オーケーライフにおきましては、一般ユーザー参加型のソーシャル・ミュージック・
サービス「OKMusic」を平成23年9月より提供開始し、提供半年で月間140万PV(ページビュー)を超え、国
内では 大級の音楽専門SNSサイトに成長いたしました。 
 業績におきましては、Q&Aサイト「OKWave」のPVは前第３四半期連結累計期間より増加し、広告収益は
順調に増加したものの、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、データベース貸出サービスの一つである
「QAPartner」の販売を縮小したことにより、次のとおりとなりました。 
  

 
  

②事業別の概況  
（ポータル事業） 
 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 大級のQ&Aサイト「OKWave」や国際的
ソーシャルQ&Aサイト「ARIGATO」、リアルタイムQ&Aサイト「おけったー[OKetter]」といったソーシャル
メディア運営による広告販売、並びに創業当時より蓄積されたQ&Aデータベースを様々な形で企業に貸出
するサービスを中心に行っております。 
 また専門家に１対１で直接質問することができる有料携帯サイトやベストセラー作家の公式有料携帯サ
イトの運営に加え、当第３四半期連結累計期間では一般の方が個人間で知識やスキルを売買できるソーシ
ャルコマースサイト「Abilie」の運営を開始したほか、ソーシャルQ&Aコミュニティのユーザー間の問題
解決力を企業サポートに活用する「OKCorporation」の企画・開発に取り組んでまいりました。 
 売上高につきましては、Q&Aサイト「OKWave」のPVが伸びたことで、広告収入は増加したものの、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、並びにソーシャルCRMサービス移行に向
け、データベース貸出サービスの一つである「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 1,126,800 △113,441 △9.1

 営業利益 91,098 △43,018 △32.1

 経常利益 94,412 △40,456 △30.0

 四半期純利益 69,924 △36,959 △34.6
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（ソリューション事業） 
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クラウド型CRM

システムとして、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では、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
いたしました。 
 売上高につきましては、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ものの、
新規受注が好調に推移した結果、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３四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2,231,402千円（前連結会
計年度末比99,404千円増加）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、主に未払金及び未払費用の増加により238,713千円
（前連結会計年度末比50,561千円増加）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、主に四半期純利益による利益剰余金の増加により
1,992,689千円（前連結会計年度末比48,843千円増加）となりました。  

  

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 462,116 △123,591 △21.1

 セグメント利益 25,197 △18,912 △42.9

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 664,683 10,149 1.6

 セグメント利益 337,498 △12,021 △3.4

（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３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,089,208 1,064,277

売掛金 173,106 224,890

有価証券 300,000 300,000

その他 33,188 26,013

貸倒引当金 △6,068 △8,072

流動資産合計 1,589,435 1,607,108

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 29,948 66,045

減価償却累計額 △15,358 △20,564

建物及び構築物（純額） 14,589 45,480

工具、器具及び備品 344,482 392,071

減価償却累計額 △272,164 △302,801

工具、器具及び備品（純額） 72,317 89,269

有形固定資産合計 86,907 134,749

無形固定資産   

ソフトウエア 121,162 114,421

ソフトウエア仮勘定 53,556 96,714

その他 11,683 27,678

無形固定資産合計 186,402 238,814

投資その他の資産   

投資有価証券 70,092 50,629

その他 239,453 239,484

貸倒引当金 △40,293 △39,384

投資その他の資産合計 269,252 250,728

固定資産合計 542,562 624,293

資産合計 2,131,997 2,231,402

負債の部   

流動負債   

買掛金 17,816 18,471

未払金及び未払費用 79,276 108,722

未払法人税等 20,835 15,134

1年内返済予定の長期借入金 － 7,188

その他 53,700 42,834

流動負債合計 171,629 192,350

固定負債   

長期借入金 － 17,969

資産除去債務 16,522 28,393
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

固定負債合計 16,522 46,362

負債合計 188,152 238,713

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 98,144

株主資本合計 1,951,951 2,000,987

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △32 △33

為替換算調整勘定 △11,381 △15,182

その他の包括利益累計額合計 △11,413 △15,215

新株予約権 3,308 3,308

少数株主持分 － 3,608

純資産合計 1,943,845 1,992,689

負債純資産合計 2,131,997 2,231,402
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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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 1,240,242 1,126,800

売上原価 573,050 537,216

売上総利益 667,191 589,584

販売費及び一般管理費 533,074 498,485

営業利益 134,117 91,098

営業外収益   

受取利息 1,992 1,384

為替差益 － 913

持分法による投資利益 603 －

貸倒引当金戻入額 － 900

雑収入 1,609 701

営業外収益合計 4,205 3,900

営業外費用   

支払利息 － 104

為替差損 3,453 －

雑損失 － 482

営業外費用合計 3,453 586

経常利益 134,868 94,412

特別利益   

貸倒引当金戻入額 850 －

新株予約権戻入益 683 －

関係会社株式売却益 2,516 －

投資有価証券売却益 － 2,126

特別利益合計 4,050 2,126

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 10,571 1,740

投資有価証券評価損 1,160 457

投資有価証券売却損 － 1,895

特別損失合計 22,210 4,093

税金等調整前四半期純利益 116,708 92,445

法人税、住民税及び事業税 37,189 35,916

法人税等調整額 △29,965 △12,539

法人税等合計 7,224 23,376

少数株主損益調整前四半期純利益 109,484 69,069

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,599 △855

四半期純利益 106,884 69,924
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年７月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 109,484 69,069

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3 △0

為替換算調整勘定 △8,168 △3,801

その他の包括利益合計 △8,165 △3,801

四半期包括利益 101,319 65,267

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 98,719 66,123

少数株主に係る四半期包括利益 2,599 △855
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当第３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日）  

該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第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) 

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３四半期連結累計期間(自 平成23年７月１日 至 平成24年３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３四半期連結累計期間（自 平成23年７月１日 至 平成24年３月31日）  

該当事項はありません。  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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 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

(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 462,116 664,683 1,126,800 ― 1,126,800

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

― ― ― ― ―

計 462,116 664,683 1,126,800 ― 1,126,800

セグメント利益 25,197 337,498 362,696 △271,597 91,098

（５）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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