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（百万円未満切捨て） 

１．平成 19 年３月期の連結業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 (1) 連結経営成績                                                       （％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 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

百万円   ％ 

1,682    （180.9） 

599    （△0.4） 

百万円   ％

△97    （ － ）

△87    （ － ）

百万円   ％ 

△192    （ － ） 

△127    （ － ） 

百万円   ％

△299    （ － ）

71    （ － ）

 

 １株 当 たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株 当 たり当 期 純 利 益 

自 己 資 本 

当期純利益率 

総 資 産 

経常利益率 

売 上 高 

営業利益率 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

円 銭 

△4,736.92   

1,320.62   

円 銭  

        － 

     1,250.59   

％

   △18.8 

6.6 

％ 

   △8.2 

   △8.9 

％

   △5.8 

    △14.6 

(参考)  持分法投資損益     19 年３月期  － 百万円  18 年３月期  － 百万円 

 

(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 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

百万円 

2,588       

2,111       

百万円

1,880      

1,519     

％ 

64.1 

72.0 

          円 銭

25,739.60   

25,360.03   

(参考)  自己資本           19 年３月期  1,658 百万円  18 年３月期 －百万円 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

 営 業 活 動 による 

キャッシュ・フロー 

投 資 活 動 による 

キャッシュ・フロー 

財 務 活 動 による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物 

期 末 残 高 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

百万円 

200       

55       

百万円

△845      

△203      

百万円 

△90      

1,209      

百万円

687      

1,419      

 

２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 

配当金総額 

(年額) 

配当性向 

(連結) 

純資産配当率

(連結) 

 

18 年３月期 

19 年３月期 

円 銭 

－     

－     

円 銭

－    

－    

円 銭

0  00 

0  00 

百万円

－     

－     

％ 

－   

－   

％

－  

－  

20 年３月期 

(予想) 
－     －    0  00 －     －   －  

 

３．平成 20 年３月期の連結業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

    当社は、通期の業績予想が極めて困難であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただいております。 
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４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  有 

  新規  1 社 （社名：NFLAVOR CORP.） 

  (注)詳細は 7 ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

 

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の

変更に記載されるもの） 

  ① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

  ② ①以外の変更   無 

 (注)詳細は、19 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

 

(3) 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） 19 年３月期 64,422.3 株 18 年３月期 59,937.3 株

②期末自己株式数 19 年３月期 1.3 株 18 年３月期 1.3 株

  (注)１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、35 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

 

 

（参考）個別業績の概況 

１．平成 19 年３月期の個別業績（平成 18 年４月１日～平成 19 年３月 31 日） 

 (1) 個別経営成績                                                       （％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 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

百万円   ％ 

567    （  24.6） 

455    （△15.2） 

百万円   ％

△234    （ － ）

△39    （ － ）

百万円   ％ 

△238    （ － ） 

△57    （ － ） 

百万円   ％

△300    （ － ）

86    （348.4）

 

 １株当たり 

当期純利益 

潜在株式調整後

１株 当 たり当 期 純 利 益 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

円 銭 

△4,753.08  

1,592.96  

円 銭  

        － 

1,508.49      

 

(2) 個別財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 

19 年３月期 

18 年３月期 

百万円 

1,922       

2,018       

百万円

1,757      

1,553     

％ 

87.7 

77.0 

          円 銭 

26,176.44     

25,920.78    

(参考)  自己資本           19 年３月期  1,686 百万円  18 年３月期 －百万円 

 

２．平成 20 年３月期の個別業績予想（平成 19 年４月１日～平成 20 年３月 31 日） 

    当社は、通期の業績予想が極めて困難であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただいております。 

 

 

 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         3

Ⅱ 定性情報・財務諸表等 

１．経営成績 

(１) 経営成績に関する分析 

当連結会計年度のわが国経済は、景気が緩やかに拡大し、輸出の増加などを受けた高水準の企業収益や総じて良好

な業況感が維持される中、設備投資や個人消費は底堅く推移いたしました。 

このような状況のもと、インターネット業界におきましては、世界 高水準のブロードバンド普及率を背景に、個人の生活

にインターネットが浸透し、オンラインゲームの利用者数、ブログや SNS などを利用した個人からの情報発信などが飛躍的

に増加いたしました。 

当社グループにおきましては、「世界 No.１のグローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニー」を目指し、インターネット

におけるコミュニティ関連サービスを提供してまいりました。 

 

（オンラインゲーム事業） 

当社及び在外連結子会社にて行っておりますオンラインゲーム事業は、既存の米国連結子会社 GALA-NET,INC.にお

いて、主要なオンラインゲーム「Flyff online」（フリフ）に加えて、新たな主要ゲームとして「RAPPELZ」（ラペルズ）を投入し、

また、「CORUM ONLINE」（コルム）を開始するなど提供ゲームの増加や既存提供ゲームのバージョンアップなどにより、

ゲームポータルサイト「gPotato」（ジーポテト）の会員数が大幅に増加し、ゲームにおけるアイテム販売も順調に増加いたし

ました。また、当連結会計年度におきまして、日本では当社のゲームポータルサイト「Ｇポテト」で「RAPPELZ」の提供を開

始し、欧州ではアイルランドに連結子会社 GALA NETWORKS EUROPE LTD.を設立し、ゲームポータルサイト「gPotato」

を開設し、「Flyff online」のドイツ語版の提供を開始いたしました。さらに韓国の NFLAVOR CORP.を連結子会社化したこ

とから、韓国での「RAPPELZ」の提供が加わり、韓国連結子会社 AEONSOFT,INC.では「Flyff online」の台湾パートナー

企業への提供が始まるなど、当社グループ並びに提携パートナー企業におけるオンラインゲーム提供の体制が大幅に拡

大し、グローバルなオンラインゲーム提供ネットワークの構築が順調に進んでまいりました。それにともないオンラインゲー

ムによる収益が大幅に増加し、当連結会計年度の当該事業の連結売上高は、1,154,401 千円（前期比 1,700.9％増）とな

りました。 

 

（データマイニング事業） 

インターネット上のリスク情報を収集し報告するリスクモニタリングサービス「e-マイニング」においては、当連結会計年度

におきましても提供クライアント数が堅調に推移したことから、売上高も堅調に推移いたしました。一方で、インターネット上

の口コミを収集し分析する「電通バズリサーチ」は、システムの安定稼動を保持できず、大幅にシステムの改善を行った「電

通バズリサーチ Ver.2.0」のサービス開始が遅れたことから、業績貢献には至らず、当連結会計年度の当該事業の連結売

上高は、334,608 千円（前期比 0.4％減）となりました。 

 

（コミュニティ・ソリューション事業部） 

当連結会計年度より従来のコミュニティ・ソリューション事業及びホームページ制作事業等を統合し、「コミュニティ・ソリュ

ーション事業」といたしました。連結子会社㈱ガーラウェブとの業務効率化を進め、不採算サービスであった個人・中小企

業向けの簡易版オンライン・コミュニティ ASP サービス「GFS Quick」のサービス中止を行い、サイト運営業務体制の見直し

を行いました。これらの結果、当連結会計年度の当該事業の連結売上高は、193,981 千円（前期比 2.6％減）となりまし

た。 

 

このような結果、当連結会計年度の連結売上高は、1,682,991 千円（前期比 180.9％増）と、当社グループにおける、グ

ループ企業拡大や事業拡大により、売上高は大幅に増加いたしましたが、一方で事業拡大に向けた先行投資費用も増

加し、また、当社においては在外連結子会社の管理やサポートに関する費用が増加したことなどから、連結営業損失は、

97,286 千円、連結経常損失は、192,208 千円となり、損失が拡大する結果となりました。 

また、当社グループにおける連結売上高においてオンラインゲーム事業の比率が 68.6％となり、さらに連結売上高に占め

る在外子会社の売上高比率が 61.4％となるなど、グループの収益構造が大きく変化いたしました。 

 

当社グループの今後の見通しにつきましては、オンラインゲーム事業におきまして、北米・欧州の PC 向けオンラインゲ

ーム市場は引き続き今後も拡大することが見込まれており、当社グループにおきましても、当該地域の連結子会社におい

て、提供するゲームタイトルを増やすなど、積極的な事業展開を行っていく予定であります。 

一方、日本におきましては、今後、通信環境の向上などから、モバイルコンテンツ市場の拡大が見込まれており、当社グ

ループにおきましても、モバイル（携帯電話）向けオンラインゲームの提供を開始する予定であります。 

また、当社グループは、オンライン・コミュニティ関連サービスの拡大を目指し、様々な新規サービスについても検討して

いきたいと考えております。 

次期の見通しにつきましては、通期の業績予想が極めて困難であることから、業績予想の公表を差し控えさせていただ

いております。 
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（参考）事業部門別売上高の四半期推移 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

18 年 4 月～18 年 6 月 18 年 7 月～18 年 9 月 18 年 10 月～18 年 12 月 19 年 1 月～19 年 3 月

 千円 千円 千円 千円

オ ン ラ イ ン ゲ ー ム 事 業 87,804 136,798 377,505 552,292 

デ ー タ マ イ ニ ン グ 事 業 81,571 83,261 83,456 86,318 

コ ミ ュ ニ テ ィ ・ ソ リ ュ ー シ ョ ン 事 業 44,224 60,217 43,251 46,287 

売 上 高 合 計 213,600 280,278 504,213 684,898 

 

 

 （参考）四半期推移 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

18 年 4 月～18 年 6 月 18 年 7 月～18 年 9 月 18 年 10 月～18 年 12 月 19 年 1 月～19 年 3 月

 千円 千円 千円 千円

売 上 高 213,600 280,278 504,213 684,898 

売 上 総 利 益 136,650 191,825 396,830 541,092 

営 業 利 益 △72,609 △62,130 △58,643 96,095 

経 常 利 益 △107,363 △109,569 △66,956 91,680 

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 △113,282 △109,855 △68,574 △11,017 

四 半 期 純 利 益 △105,990 △106,584 △53,062 △33,713 
 円 円 円 円

１株当たり四半期純利益 △1,689.15 △1,691.92 △842.32 △526.31 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 － － － － 

(注)１ 当連結会計年度の各四半期は、１株当たり四半期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益を記

載しておりません。 
 

 

(2) 財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

（イ） 資産 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて、37.1％減少し、961,034 千円となりました。これは主に現金及び預金が

767,297 千円減少したことによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて、179.1％増加し、1,627,401 千円となりました。これは主に子会社の増加

にともなう無形固定資産の増加によるものであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて 22.6％増加し、2,588,436 千円となりました。 

 

（ロ） 負債 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて、28.0％増加し、657,144 千円となりました。これは主に子会社の増加にと

もなう借入金の増加、未払金の増加によるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて、11.3％増加し、50,448 千円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 26.6％増加し、707,592 千円となりました。 

 

（ハ） 純資産 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて、21.1％増加し、1,880,843 千円となりました。これは主にストック・オプ

ションの行使により資本金が増加したことや、当社ならびに在外連結子会社のストック・オプションの発行による新株予

約権の増加によるものであります。 

 

 

 （参考）四半期推移 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

18 年 4 月～18 年 6 月 18 年 7 月～18 年 9 月 18 年 10 月～18 年 12 月 19 年 1 月～19 年 3 月

 千円 千円 千円 千円

総 資 産 1,982,621 1,969,310 2,303,554 2,588,436 

純 資 産 1,808,776 1,707,829 1,799,431 １,880,843 
 円 円 円 円

１ 株 当 た り 純 資 産 28,316.75 26,732.88 26,043.01 25,739.60 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて 732,486 千円

減少し、当連結会計年度末には、687,189 千円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 

（イ） 営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動の結果、得られた資金は、200,248 千円（前連結会計年度比 263.0％増）となりました。収入の主な内訳

は減価償却費 153,424 千円、株式報酬費用 126,236 千円、のれん償却額 70,179 千円であり、支出の主な内訳は税

金等調整前当期純損失 302,729 千円、売上債権の増加額 94,904 千円であります。 

 

 

（ロ） 投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動の結果、使用した資金は、845,903 千円（前連結会計年度比 315.7％増）となりました。これは主に投資

有価証券の取得、有形・無形固定資産の取得によるものであります。 

 

 

（ハ） 財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動の結果、使用した資金は、90,139 千円（前連結会計年度は 1,209,960 千円の資金獲得）となりました。こ

れは主に短期借入金の増加によるものであります。 

 

 

  （参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 平成 15 年 3 月期 平成 16 年 3 月期 平成 17 年 3 月期 平成 18 年 3 月期 平成 19 年 3 月期

自己資本比率(%) 85.1 87.2 91.4 72.0 64.1

時価ベースの自己資本比率

(%) 
117.1 218.6 770.9 288.9 301.1

キャッシュ・フロー対有利子負

債比率(%) 
30.0 △1.5 － 12.1 127.0

インスタント・カバレッジ・レシ

オ(倍) 
53.2 △767.3 － 153.4 48.0

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インスタント・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

   営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。有利子負債は、連結

貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

 

 

（参考）四半期推移 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期  
18 年 4 月～18 年 6 月 18 年 7 月～18 年 9 月 18 年 10 月～18 年 12 月 19 年 1 月～19 年 3 月 

 千円 千円 千円 千円 

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,066 △31,063 △49,431 346,809 
投資活動によるキャッシュ・フロー △227,495 △232,817 △290,903 △94,686 
財務活動によるキャッシュ・フロー △401 △256 4,755 △94,235 
現金及び現金同等物期末残高 1,124,514 861,295 524,840 687,189 

 

 

(3) 利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして考えております。しかしながら、当社が属するイ

ンターネット業界はいまだ発展段階にあり、環境変化による影響が大きいため、積極的に事業を展開し、提供サービスに

おける当社の優位性を確保すること、経営及び業務執行体制を強化し、収益基盤を確立することが企業価値の増大につ

ながると考えております。このため当面配当は行なわず、収益基盤確立に注力する予定であります。 
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(4) 事業等のリスク 

本決算短信に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、当社グループの経営成績及び財政状態（株

価等を含む）に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがあり、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項と考えております。 

なお、本文の将来に関する事項は、決算短信提出日（平成 19 年５月 25 日）現在において、当社グループが判断したも

のであります。 

 

① 会社がとっている経営方針（事業再編による業績回復について） 

当連結会計年度において、当社グループは営業損失及び経常損失を継続的に計上している状況にあります。 

当社グループは、これらを解消すべく国内事業再構築をすすめるとともに、オンラインゲーム事業のグローバル展開

を進めております。これらの事業の再構築や展開の過程で段階的に営業利益及び経常利益が確保できる体制に移

行できるものと考えておりますが、これらの効果を上げることが出来ない場合には財政状態及び経営成績に影響を

及ぼす可能性があります。 

 

② 財政状態及び経営成績の異常な変動 

当連結会計年度において、売上高は 1,682,991 千円、経常損失 192,208 千円、税金等調整前当期純損失

302,729 千円となっており、前連結会計年度と比較し、売上高が 180.9％増加しましたが、一方で経常損失が 

64,439 千円増加、税金等調整前当期純利益は、370,565 千円減少し損失計上となっております。 

これは、国内の収益の事業構成比が大きく変動したことや、オンラインゲーム事業の開始やオンラインゲーム開発会

社の連結子会社化等による費用が増加したことによります。 

当社グループは、早期の業績回復に取り組んでおり、今後も積極的にオンラインゲーム事業の拡大を図るとともに、

採算性の向上に努めてまいります。 

なお、オンラインゲーム事業拡大にあたり、資本提携により当社グループの構成や損益構成が、財政状態及び経営

成績に影響を及ぼす可能性があります。また、オンラインゲームの開発スケジュールやサービス提供準備、商業化の

スケジュールが遅延する等の変動要因が、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

③ 為替変動に係るリスクについて 

当社グループにおけるオンラインゲーム事業の現在の主な取引通貨は米ドル、韓国ウォンですが、今後ユーロや

東南アジア圏の通貨の比重も高まると認識しております。また、当該事業の拡大にともない、在外連結子会社の取引

が増加すると見込んでおります。そのため為替の変動幅が大きくなった場合や、為替予約等適切な対応ができなか

った場合は当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

 

④ 事業にともなうリスクについて 

（イ） 業界動向におけるリスクについて 

当社グループの属するインターネット業界は、新技術の出現やインターネット環境の変化の影響を強く受ける

分野であります。そのため、インターネットにおける新技術の開発、新方式の採用、新サービスの出現、新法的規

制あるいは、競合会社の台頭により、当社グループ事業の急速な陳腐化や市場性の低下をまねき、財政状態及

び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

（ロ） 外部開発におけるリスクについて 

当社グループの事業のうち、ソフトウェアの制作は、外部の開発会社に委託しております。従って、外注先の倒

産等不測の事態により制作の停止や遅延が発生した場合等は、財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性

があります 

 

⑤ グループ管理体制及び人材確保について 

当社グループは、決算短信提出日で日本４社、米国１社、欧州１社、韓国２社のグループ８社となっており、在外

子会社が半数を占めております。当社グループの経営や業務執行を当社が適切に管理する必要がありますが、管

理体制が十分な状態ではなく、早急に体制を整備する必要があります。このグループ管理のための体制整備や管

理部門の適切な人材の確保・育成ができなかった場合には、人材不足等によりグループ管理業務遂行に支障をき

たすことから、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

 

⑥ 特定の取締役に対する依存度について 

 当社代表取締役会長兼グループ CEO であります菊川曉は、当社の創業者であり、大株主（発行済株式の 

45.71％保有）であります。同氏は、当社グループの経営戦略策定の中心的役割を担っており、また、在外連結子会

社の代表取締役でもあり、現在の当社グループにおいて極めて重要な存在であります。不測の事態により、同氏が

離職するような場合には当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

 

当社の企業集団は当社と、子会社７社で構成されており、インターネット等のネットワークを利用した情報交換機能を持つオンラ

イン・コミュニティの関連サービスを主な事業としており、オンラインゲームの開発・運営、リスクモニタリングサービス、口コミ情報分

析サービス、コミュニティの構築・運営等を行っております。 

企業集団の事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       ※連結子会社㈱ガーラモバイルは平成19年4月5日に設立いたしました。 

 

 

当社の関係会社の状況は以下のとおりであります。 

名称 住所 
資本金 

 

主要な 

事業の内容 

議決権の 

所有割合(%)
関係内容 

（連結子会社）      

㈱ガーラウェブ 東京都渋谷区 
千円

60,000

ウェブ制作・運営、コミ

ュニティサイト構築・運

営等 

100

当社コミュニティ・ソリューション事業に

おいて、構築・運営業務を委託してお

ります。 

役員の兼任５名 

㈱ガーラ総合研究所 東京都渋谷区 
千円

30,000

口コミマーケティング

研究等 
100

当社データマイニング事業のコンサル

ティングを委託しております。 

当社が管理業務を受託しております。

役員の兼任５名 

AEONSOFT,INC. 韓国ソウル市 
千ウォン

1,500,000

オンラインゲーム 

開発・運営 
100 役員の兼任２名 

NFLAVOR CORP. 韓国ソウル市 
千ウォン

1,237,500

オンラインゲーム 

開発・運営 
60.61

当社オンラインゲーム事業で提供す

るゲームのライセンスを受けておりま

す。 

当社より資金の貸付があります。 

役員の兼任２名 

GALA-NET,INC. 米国 

カリフォルニア州 

千米ドル

1,910

オンラインゲーム 

運営等 
50

当社より資金の貸付があります。 

役員の兼任２名 

GALA NETWORKS 
EUROPE LTD. 

アイルランド 

ダブリン市 

千ユーロ

230

オンラインゲーム 

運営 
50 役員の兼任２名 

 (注) １ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。 

        ２  ㈱ガーラ総合研究所及び GALA NETWORKS EUROPE LTD.を除き、全ての連結子会社は、特定子会社であります。 

        ３ 平成 19 年４月５日付で、㈱ガーラモバイルを設立しております。 

名称 住所 
資本金 

 

主要な 

事業の内容 

議決権の 

所有割合(%)
関係内容 

（連結子会社）      

㈱ガーラモバイル 東京都渋谷区 
千円

50,000
モバイル関連事業等 100

当社が管理業務を受託しております。

役員の兼任３名 

 

コミュニティ関連サービス 
口コミマーケティングサービス 
リスク情報モニタリングサービス 

企業集団 

インターネットユーザー 

㈱ガーラ 

顧客企業 オンラインゲーム 
パブリッシャー 

連結子会社 
AEONSOFT, INC. 

  NFLAVOR CORP. 

連結子会社 
㈱ガーラモバイル 

連結子会社 
㈱ガーラウェブ 

連結子会社 
GALA-NET, INC. 

GALA NETWORKS EUROPE LTD. 

ゲームライセンス 

ゲームサービス コミュニティ提供 

ホームページ制作・保守 
コミュニティ関連サービス 
  

ゲームサービス 

連結子会社 
㈱ガーラ総合研究所 

口コミ研究・調査・ 
分析サービス 

モバイル関連 
サービス 

ゲームライセンス 
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３．経営方針 

(1) 会社の経営の基本方針 

当社グループは、「オンライン・コミュニティによる社会の発展」を使命として、現代人にとっての新しい“生活空間”である

コミュニティの提供・運営をはじめとして、インターネット上のコミュニティから派生するビジネスを展開しております。 

当社グループは「オンライン・コミュニティ」を事業ドメインの中心として、インターネット上の人々が集まる仕組みや人々が

発生する情報の有効活用をビジネスとして展開してまいります。 

 

(2) 目標とする経営指標 

当社グループは、業績回復及び収益基盤の確立を 重要課題と認識しており、早期の利益確保を目標としております。

先ずは、早期の営業利益確保を も重要な経営目標としております。 

 

(3) 中長期的な会社の経営戦略 

インターネット環境が日々進化し普及率が高まるにつれて、企業においてもインターネットを活用したマーケティング活動

の重要性が高まっており、特にインターネット上の口コミについてのマーケティング利用が注目されてきております。また、個

人消費者におけるインターネット環境が向上し、人々の関わり方にも変化がもたらされています。 

当社グループにおきましても、オンライン・コミュニティを中心としたビジネスをグローバル展開し、リーディングカンパニー

としてその競争優位性の確立期と認識しております。 

中長期的には以下の戦略において事業展開を計画しております。 

 

① オンラインゲーム事業 

欧米言語圏（主な地域としては北米、欧州、南米）での MMORPG を中心としたゲームポータルサービスの確立を

目指します。今後、グループ会社を中心に優良なオンラインゲームを開発し、サービス提供することにより、継続的か

つ高収益を目指し、グローバルなオンラインゲームカンパニーの地位の早期確立を目指します。 

さらに、PC 向けのオンラインゲームに加えて、モバイル向けのオンラインゲームの提供を実施する予定です。 

 

② データマイニング事業 

当社グループの提供するデータマイニング事業の収益及び販売体制の拡大を目指します。 

リスクモニタリングサービスにおいては、現在シェア No.1 のサービスとなっておりますが、サービスの品質向上に努め、

更なる収益の拡大を図ってまいります。 

また、口コミ情報分析サービスにおいては、従来から提供しておりました、㈱電通との業務提携による『電通バズリサ

ーチ』の大幅リニューアルを実施いたしました。今後は、社内体制の拡大と充実を図ったうえで、サービスの確立、シェ

アの確立を目指します。更に、インターネット上の口コミ分析につきましては、B to C サービスとなるビジネスモデルの

検討に着手する予定です。 

 

③ コミュニティ・ソリューション事業 

当社の提供するコミュニティのソリューションビジネスにおける更なる拡充及び効率化を目指します。「オンライン・コ

ミュニティ」の確立により派生する新たなサービスを、既存のサービスと相互に関与させることにより、当社グループの

ビジネスへの展開を目指しております。 

 

(4) 会社の対処すべき課題 

当社は「グローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニー」として、コミュニティ関連事業をビジネスの中核に捉えて早期

の収益基盤確立を目指し、数々の施策に取り組んでまいりましたが、当連結会計年度におきましても６期連続して重要な

営業損失及び重要な経常損失を計上しております。 

 当社グループは、収益獲得基盤の確立にあたり、以下の課題を認識しており、次期以降につきましても積極的に対処し

ていく所存であります。 

 

① 国内事業の再構築 

当社グループは、収益構造の確立と経営効率改善のため、当連結会計年度において、既存の国内事業に関する

再構築を開始いたしました。 

まず、従来のコミュニティ・ソリューション事業及びホームページ制作事業等を統合し、「コミュニティ・ソリューション事

業」といたしました。両事業の統合は、当社のコミュニティ・ソリューション事業部と㈱ガーラウェブの事業を統合すること

であり、コミュニティ構築における受注と制作の一本化が可能となり、経営資源の効率化ならびに新たな提案型ビジネ

スを展開したいと考えております。 

 

② オンラインゲーム事業のグローバル展開 

当連結会計年度においては、米国連結子会社 GALA-NET,INC.における英語版オンラインゲームの提供に加え、

欧州言語版オンラインゲームの提供を目的とした欧州連結子会社 GALA NETWORKS EUROPE LTD.を設立し、ドイ

ツ語版オンラインゲームの提供を開始いたしました。また、アジアにおいては、既存の韓国での提供のほか、日本でも

事業を開始し、台湾、中国のパートナー企業と事業提携を行いました。今後も米国、欧州、アジアをはじめ、他地域へ

と広げ、グローバルなビジネス展開を実施していく予定であります。 

さらに、現在、当社グループで開発している新たなオンラインゲームを早期に提供したいと考えております。 
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③ 内部統制システムの整備 

当社グループとして、内部統制システムの整備は、重要な対処すべき課題と認識しております。 

財務情報の精度並びに正確性確保を目的に、在外連結子会社を含めた経理体制の整備、適切な業務プロセスの再

構築に取り組んでいく予定であります。 

 

④ グループ企業組織再編 

当社グループとして、グループ会社の増加にともなう管理体制の整備は、重要な対処すべき課題と認識しておりま

す。 

現在、当社が事業持株会社として本部機能を有しており、当社の事業がコストを負担している状況にあります。今後、

グループの管理体制の整備をすすめるうえで、グループ企業組織の再編も視野にいれて、グループの発展に効果的

な体制作りに取り組んでいく予定であります。 
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４.連結財務諸表等 

 (1) 連結貸借対照表 

        (単位：千円) 

前連結会計年度 当連結会計年度 

        

（平成 18 年 3 月 31 日現在）  （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

金 額 構成比 金 額 構成比 

  （ 資 産 の 部 ）   ％    ％

Ⅰ 流 動 資 産          

  1. 現金及び預金   1,409,975   642,678  

  2. 受取手形及び売掛金   92,868    203,481   

 3. 預け金  9,701   89,336  

 4. 繰延税金資産  －   136  

  5. その他  16,532    27,305   

   貸倒引当金   △702    △1,903   

   流動資産合計   1,528,375 72.4   961,034 37.1 

Ⅱ 固 定 資 産          

  1. 有形固定資産         

   (1) 建物   11,062  32,462    

   減価償却累計額  △2,708 8,354  △17,390 15,072  

  (2) 車両運搬具  3,605  16,004   

   減価償却累計額  △3,424 180  △3,304 12,699  

  (3) 工具器具備品  131,890  298,038   

   減価償却累計額  △90,085 41,804  △160,420 137,617  

   有形固定資産合計   50,339 2.4   165,389 6.4 

  2. 無 形 固 定 資 産          

   (1) ソフトウェア   68,891     669,945  

  (2) 営業権  36,697   －  

  (3) 権利金  66,520   100,191  

   (4) 連結調整勘定   141,091     －  

  (5) のれん  －   505,337  

   (6) その他   10,314     3,986  

   無形固定資産合計   323,514 15.3   1,279,460 49.4 

  3. 投 資 そ の 他 の 資 産          

   (1) 投資有価証券 ※2 151,580     73,855  

  (2) 長期前払費用  16,964   －  

   (3) 敷金及び保証金   40,753     66,430  

  (4) 繰延税金資産  －   41,041  

  (5) その他  －   1,223  

    投資その他の資産合計   209,297 9.9   182,551 7.1 

    固定資産合計   583,151 27.6   1,627,401 62.9 

    資産合計   2,111,526 100.0   2,588,436 100.0 
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         (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

        

 （平成 18 年 3 月 31 日現在）   （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

 金 額  構成比  金 額  構成比 

  （ 負 債 の 部 ）     ％    ％

Ⅰ 流 動 負 債            

  1. 買掛金     32,449     38,057  

 2. 短期借入金   －   219,585  

  3. 1 年以内返済予定長期借入金     6,663     13,874  

  4. 未払金     48,197     217,002  

 5. 前受金   －   79,848  

  6. 未払法人税等     4,219     6,212  

 7. 決済キャンセル引当金   －   6,350  

  8. 賞与引当金     13,645     29,270  

 9. 新株予約権付社債   375,000   －  

  10.. その他    33,212     46,943  

   流動負債合計     513,387 24.3   657,144 25.4 

Ⅱ 固 定 負 債            

 1. 長期借入金   33,210   20,811  

 2.  繰延税金負債    3,811   162  

 3. 退職給付引当金   3,947   24,508  

 4. 役員退職慰労引当金   4,360   4,966  

   固定負債合計     45,329 2.1   50,448 1.9 

   負債合計     558,717 26.4   707,592 27.3 

                 

  （ 少 数 株 主 持 分 ）             

   少数株主持分     32,829 1.6   － － 
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         (単位：千円) 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

        

 （平成 18 年 3 月 31 日現在）   （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

 金 額  構成比  金 額  構成比 

  （ 資 本 の 部 ）             

Ⅰ 資本金 ※1   1,010,751 47.9   － － 

Ⅱ 資本剰余金     431,712 20.4   － － 

Ⅲ 利益剰余金     70,526 3.3   － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   5,553 0.3 － － 

Ⅴ 為替換算調整勘定   1,623 0.1 － － 

Ⅵ 自己株式 ※3  △188 △0.0 － － 

   資本合計   1,519,978 72.0 － － 

   
負債、少数株主持分及び 

資本合計 
    2,111,526 100.0 － － 

        

  （ 純 資 産 の 部 ）           

Ⅰ 株主資本       

 １ 資本金   － －  1,229,959  

 ２ 資本剰余金   － －  650,920  

 ３ 利益剰余金   － －  △228,825  

 ４ 自己株式   － －  △188  

  株主資本合計   － －  1,651,865 63.8 

Ⅱ 評価・換算差額等       

  その他有価証券評価差額金   － －  236  

  為替換算調整勘定   － －  6,069  

  評価・換算差額合計   － －  6,305 0.2 

Ⅲ 新株予約権   － －  81,537 3.2 

Ⅳ 少数株主持分   － －  141,134 5.5 

  純資産合計   － －  1,880,843 72.7 

  負債純資産合計   － －  2,588,436 100.0 
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(2) 連結損益計算書 

        (単位：千円) 

 前連結会計年度   当連結会計年度  

          

 自 平成 17 年 4 月 1 日   自 平成 18 年 4 月 1 日  

 至 平成 18 年 3 月 31 日   至 平成 19 年 3 月 31 日  

  

金 額 百分比 金 額 百分比 

      ％  ％

Ⅰ 売上高     599,097 100.0  1,682,991 100.0 

             

Ⅱ 売上原価    189,294 31.6  416,592 24.8 

  売上総利益    409,802 68.4  1,266,399 75.2 

              

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   497,251 83.0  1,363,685 81.0 

   営業損失    87,448 △14.6  97,286 △5.8 

               

Ⅳ 営業外収益          

  1. 受取利息  357    3,604   

 2. 還付加算金  11 －   

 3. 講演料収入  145 －   

 4. 雑収入  80 －   

  5. その他  － 595 0.0 921 4,526 0.3 

               

Ⅴ 営業外費用                  

  1. 支払利息  359 6,327   

 2. 新株発行費  9,964 －   

 3. 株式交付費  － 4,898   

 4. 社債発行費  388 －   

 5. 為替差損  201 3,444   

 6. 子会社株式取得費用  7,874 7,698   

 7. 米国開業準備費用  22,127 －   

  8. 子会社設立費用  － 13,182   

 9. 持分法投資損失  － 63,571   

 10. 雑損失  0 －   

 11. その他  － 40,916 6.8 324 99,448 5.9 

   経常損失    127,768 △21.4  192,208 △11.4 

               

Ⅵ 特別利益          

 1. 固定資産売却益  － 932   

 2 投資有価証券売却益  267,866 1,480   

 3. 持分変動利益  20,727 －   

 4. 契約解除益  － 288,594 48.2 5,848 8,261 0.4 

               

Ⅶ 特別損失          

  1. 固定資産除却損 ※2 6,909    14,015   

  2. 投資有価証券評価損  32,796    7,203   

  3. 商品評価損  51,000    －   

 4. 減損損失 ※3 1,363   41,500   

 5. 契約解除損失  －   50,652   

  6. その他  920 92,988 15.5 5,410 118,782 7.0 

   
税金等調整前当期純利益又は 

税金等調整前当期純損失（△） 
  67,836 11.3  △302,729 △18.0 

   法人税、住民税及び事業税  1,328 78,258   

  法人税等調整額  － 1,328 0.2 △40,702 37,556 2.2 

  少数株主損失   5,182 0.9 40,934 2.4 

   
当期純利益又は 

当期純損失（△） 
   71,690 12.0  △299,351 △17.8 
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(3) 連結剰余金計算書 

       (単位：千円) 

 前連結会計年度 

 自 平成 17 年 4 月 1 日  

 至 平成 18 年 3 月 31 日  
  

 金 額  

  (資本剰余金の部）     

Ⅰ 資本剰余金期首残高    38,357 

Ⅱ 資本剰余金増加高   

 1. 増資による新株の発行   393,355 393,355 

Ⅲ 資本剰余金期末残高  431,712 

         

 (利益剰余金の部）     

Ⅰ 利益剰余金期首残高    △1,164 

Ⅱ 利益剰余金増加高     

 1. 当期純利益  71,690 71,690 

Ⅲ 利益剰余金期末残高    70,526 
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(4) 連結株主資本等変動計算書 

 

当連結会計年度(自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 1,010,751 431,712 70,526 △188 1,512,801

連結会計年度中の変動額  

 新株の発行 219,207 219,207  438,415

 当期純損失 299,351  299,351

株主資本以外の項目の連結会計年

度中の変動額(純額) 
 

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
219,207 219,207 △299,351  139,064

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 1,229,959 650,920 △228,825 △188 1,651,865

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
為替換算 
調整勘定 

評価・換算 
差額等合計

新株予約権 少数株主持分 純資産合計

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 5,553 1,623 7,177 － 32,829 1,552,808

連結会計年度中の変動額   

 新株の発行   438,415

 当期純損失   299,351

株主資本以外の項目の連結会計年
度中の変動額(純額) 

△5,317 4,445 △872 81,537 108,305 188,970

連結会計年度中の変動額合計 

(千円) 
△5,317 4,445 △872 81,537 108,305 328,034

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 236 6,069 6,305 81,537 141,134 1,880,843
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(5) 連結キャッシュ・フロー計算書 

        (単位：千円) 

 前連結会計年度  当連結会計年度 

 自 平成 17 年 4 月 1 日   自 平成 18 年 4 月 1 日 

 至 平成 18 年 3 月 31 日   至 平成 19 年 3 月 31 日 
  

 金 額  金 額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 1. 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）   67,836   △302,729  

 2. 減価償却費   54,736   153,424  

 3. 減損損失  1,363  41,500  

 4. 連結調整勘定償却   7,425   －  

 5. のれん償却額  －  70,179  

 6. 賞与引当金の増加額   1,312   15,529  

 7. 貸倒引当金の増加額   274   1,189  

 8. 退職給付引当金の増加額  1,372  15,281  

 9. 役員退職慰労引当金の増加額  538  408  

 10. 株式報酬費用  －  126,236  

 11. 受取利息及び受取配当金   △357   △3,604  

 12. 支払利息   359   6,327  

 13. 為替差損  236  114  

 14. 子会社設立費用  －  13,182  

 15. 新株発行費  9,964  －  

 16. 株式交付費  －  4,898  

 17. 社債発行費  338  －  

 18. 投資有価証券評価損   32,796   7,203  

 19. 投資有価証券売却益   △267,866   △1,480  

 20. 持分変動利益  △20,727  －  

 21. 持分法による投資損失  －  63,571  

 22. 有形固定資産売却益   －  △932  

 23. 有形固定資産除却損   6,909   3,668  

 24. 無形固定資産除却損  －  10,346  

 25. 契約解除損失  －  50,652  

 26. 売上債権の減少（△増加）額   63,177   △94,904  

 27. たな卸資産の減少額 51,877 －

 28. 前受金の増加額  －  63,109  

 29. 仕入債務の増加（△減少）額   7,103   △13,015  

 30. 未払消費税等の増加（△減少）額   6,985   △4,503  

 31. 未収消費税等の減少（△増加）額  893    △607  

 32. その他   36,024   48,462  

   小計   62,575   273,509   

 33. 利息及び配当金の受取額   357  3,606  

 34. 利息の支払額   △359  △4,168  

 35. 法人税等の還付額   3  3,605  

 36. 法人税等の支払額   △7,412  △76,302  

  営業活動によるキャッシュ・フロー   55,164   200,248   

         

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

 1. 有形固定資産の取得による支出   △15,047  △147,426  

 2. 有形固定資産の売却による収入  －  4,403  

 3. 無形固定資産の取得による支出   △95,481  △387,232  

 4. 投資有価証券の取得による支出   △174,758  △461,710  

 5. 投資有価証券の売却による収入   270,390  222,828  

 6. 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出  △182,132  △56,312  

 7. 子会社設立による支出  －  △13,182  

 8. 保証金の支出   △1,638  △14,191  

 9. 保証金の回収   －  9,124  

 10. 長期前払費用の支出   △4,835  △3,814  

 11. 貸付による支出  －  △151,075  

 12. 貸付金の回収による収入   －  152,686  

  投資活動によるキャッシュ・フロー   △203,503  △845,903   
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        (単位：千円) 

 前連結会計年度  当連結会計年度 

 自 平成 17 年 4 月 1 日   自 平成 18 年 4 月 1 日 

 至 平成 18 年 3 月 31 日   至 平成 19 年 3 月 31 日 
  

 金 額  金 額 

         

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

 1. 短期借入金の増減額  －  △151,302  

 2. 長期借入金の返済による支出   －  △6,866  

 3. 社債の発行による収入  999,661  －  

 4. 株式の発行による収入  151,747  64,675  

 5. 株式の発行による支出  －  △4,898  

 6. 少数株主からの払込による収入  58,740  8,253  

 7. 自己株式の取得による支出   △188  －  

  財務活動によるキャッシュ・フロー   1,209,960  △90,139   

       

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   899  3,307  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加（△減少）額   1,062,521  △732,486   

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   357,155  1,419,676  

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,419,676  687,189   
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(6) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 当社グループは、平成 14 年 3 月期以降 5 期連続して重

要な営業損失及び重要な経常損失を継続的に計上している

状況にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在して

おります。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、データマイニング

事業におきまして、当連結会計年度において株式会社電通と

資本提携並びに業務提携を実施し、インターネット上の口コミ

分析サービスである『バイラルリサーチシステム』を開発し、株

式会社電通が『電通バズリサーチ』として独占販売する契約を

締結いたしました。 

また、当連結会計年度よりオンラインゲーム事業を開始し、

GALA-NET,INC.においてゲームポータルサイトを開始いたし

ました。これに伴い、オ ンラインゲー ム開発会社で ある

AEONSOFT,INC.の 100％子会社化、MASANGSOFT,INC.へ
の出資、NFLAVOR CORP.への出資等、オンラインゲーム開

発会社との関係強化を進めてまいりました。 

しかしながら、当連結会計年度におきましては『バイラルリサー

チシステム』の安定稼動が遅れたことや、オンラインゲームの

先行投資費用計上により、損益状況の改善に至りませんでし

た。 

 次期におきましては、当社グループにおける継続的収益構

造による安定的収益の増大に向けて、コミュニティ・ソリューシ

ョン事業では提供サービスの全体的な見直しによる採算性の

向上、データマイニング事業は規模拡大を目指し、さらに新た

な収益源としてオンラインゲーム事業は日本語版でのサービ

スを平成 19 年 3 月期第 2 四半期に、また欧州言語版でのサ

ービスを第 4 四半期に開始する予定です。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しておりま

せん。 

 

当社グループは、平成 14 年３月期以降６期連続して重要な

営業損失及び重要な経常損失を継続的に計上している状況

にあり、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、データマイニング

事業におきましては、規模拡大を目指し、㈱電通が独占販売

するインターネット上の口コミ情報分析サービス「電通バズリサ

ーチ」について、さらなる顧客ニーズに適応するよう、当連結

会計年度において新システムの開発を行ないました。 

また、前連結会計年度より開始いたしましたオンラインゲーム

事業に関しては、国内においてもオンラインゲーム事業のサ

ービス提供を開始し、さらに欧州言語版によるサービス提供の

ため、GALA NETWORKS EUROPE LTD.をアイルランドに

設立し事業を開始いたしました。さらに韓国のオンラインゲー

ム開発会社 NFLAVOR CORP.の子会社化を進めるなど、開

発・供給の両者において基盤強化をはかっております。 

しかしながら、当連結会計年度におきましては「電通バズリサ

ーチ」の安定稼動が遅れたことや、オンラインゲームの先行投

資費用計上、また子会社の増加による管理コストの増加等に

より、損益状況の改善に至りませんでした。 

当社グループは、引き続きオンラインゲームの事業拡大に

注力し、収益増加を図るとともに、グループの管理体制の基盤

整備をすすめる予定です。グループのグローバル展開を効果

的・効率的にすすめるための、グループ企業組織の再編も視

野にいれた体制作りに取り組んでいく予定であります。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記

のような重要な疑義の影響を連結財務諸表に反映しておりま

せん。 
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(7) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

 

項目 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

1.連結の範囲に関する事項 

 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ３社 

   連結子会社の名称 

(株)ガーラウェブ 

AEONSOFT,INC. 
GALA-NET,INC. 
 AEONSOFT,INC.は同社株式を取得した

ため、新たに連結子会社となりました。な

お、AEONSOFT,INC.は平成18年１月31日

の株式取得に伴い、みなし取得日を平成

17年12月末としております。 

 

すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数  ６社 

   連結子会社の名称 

(株)ガーラウェブ 

(株)ガーラ総合研究所 

AEONSOFT,INC. 
NFLAVOR CORP. 
GALA-NET,INC. 
GALA NETWORKS EUROPE LTD. 
 なお、㈱ガーラ総合研究所ならびに

GALA NETWORKS EUROPE LTD.は、

当連結会計年度に設立した子会社であり

ます。NFLAVOR CORP.は同社株式を取

得したため、新たに連結子会社となりまし

た。なお、NFLAVOR CORP.は平成18年

１0月２日ならびに平成18年10月21日の

株式取得に伴い、みなし取得日を平成18

年10月１日としております。 

 

2.持分法の適用に関する事

項 

 

すべての関連会社に持分法を適用しておりま

す。 

持分法を適用した関連会社数 1社 

会社の名称 

MASANGSOFT,INC. 
 MASANGSOFT,INC.は同社株式の取得

したため、新たに持分法適用会社となりま

した。なお、MASANGSOFT,INC.は平成

18年２月20日の株式取得に伴い、みなし取

得日を平成18年３月末としております。 

 

該当する事項はありません。 
 
 
 
 
 

NFLAVOR CORP.は平成18年４月13

日株式取得に伴い、みなし取得日を平成

18年４月１日として新たに持分法適用会

社となりましたが、平成18年１0月２日なら

びに平成18年10月21日の株式取得に伴

い、みなし取得日を平成18年10月１日とし

て連結子会社となったため、持分法適用

会社から除外しております。 

また、MASANGSOFT,INC.は同社株

式の一部売却（当連結会計年度に全部

売却いたしました）により、持分法適用会

社から除外しております。 

なお、MASANGSOFT,INC.は、平成18年

８月９日株式売却に伴い、みなし売却日を

平成18年６月30日としております。 

 

3.連結子会社の事業年度

等に関する事項 

 

連結子会社の事業年度の末日は、連結決算

日と一致しております。 

 

同左 
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項目 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

4.会計処理基準に関する事

項 

  

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は、全部資本直入法に

より処理し、売却原価は、移動平均法

により算出） 
時価のないもの 

移動平均法による原価法 

 

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

a.その他有価証券 

時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入

法により処理し、売却原価は、移動

平均法により算出） 
時価のないもの 

同左 

 

 (2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法 

なお、主な耐用年数は次のとおりでありま

す。 

建物        ８～15年 

工具器具備品  ４～15年 

 

 

② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(3～5年)

に基づく定額法を採用しております。 

在外連結子会社の営業権は3年で償却

しております。 

権利金については、契約期間(3年)で償

却しております。 

 

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

建物        ８～15年 

車両運搬具    ４～６年 

工具器具備品  ４～15年 

 

② 無形固定資産 

同左 

なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における利用可能期間(3～5

年)に基づく定額法を採用しております。

権利金については、契約期間(3年)で

償却しております。 

 

 (3)重要な繰延資産の処理方法 

① 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

 

② 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しておりま

す。 

(3)重要な繰延資産の処理方法 

① 株式交付費 

同左 
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項目 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

 (4)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個

別に回収可能性を勘案し、回収不能見込

額を計上しております。 

 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。 

 

③ 退職給付引当金 

 在外連結子会社における従業員の退職

給付に備えるため、従業員退職金規程によ

り、期末要支給額を計上しております。 

 

④ 役員退職慰労引当金 

 在外連結子会社における役員の退職慰

労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程により、期末要支給額を計上してお

ります。 

 

(4)重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

 

 

 

 

 

② 決済キャンセル引当金 

在外連結子会社における売上の決済

キャンセルによる損失に備えるため、決済

キャンセルの可能性を勘案し、決済キャン

セル見込額を計上しております。 

 

③ 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。 

 

④ 退職給付引当金 

 在外連結子会社における従業員の退職

給付に備えるため、従業員退職金規程に

より、期末要支給額を計上しております。 

 

⑤ 役員退職慰労引当金 

在外連結子会社における役員の退職慰

労金の支出に備えるため、役員退職慰労

金規程により、期末要支給額を計上して

おります。 

 

 (5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しております。なお、在外連

結子会社の資産及び負債は、連結決算日

の直物為替相場により円貨に換算し、収益

及び費用は期中平均相場により円貨に換

算し、換算差額は少数株主持分及び資本

の部における為替換算調整勘定に含めて

おります。 

 

(5) 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨

への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。なお、

在外連結子会社の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場によ

り円貨に換算し、換算差額は少数株主持

分及び純資産の部における為替換算調

整勘定に含めております。 

 

 (6)重要なリース取引の処理方法 

リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理によっております。 

 

(6)重要なリース取引の処理方法 

同左 

 (7)その他連結財務諸表作成のための重要な事

項 

消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

 

(7)その他連結財務諸表作成のための重要な

事項 

消費税等の会計処理 

同左 
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項目 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日） 

5.連結子会社の資産及び

負債の評価に関する事

項 

連結子会社の資産及び負債の評価について

は全面時価評価法を採用しております。 

同左 

6.連結調整勘定の償却に

関する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の

均等償却を行っております。 

 

―――――――――――― 

7.のれんの償却に関する事

項 

―――――――――――― のれんは、3～10年で均等償却しておりま

す。 

 

8.利益処分項目等の取扱

いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分

について連結会計年度中に確定した利益処分

に基づいて作成しております。 

 

―――――――――――― 

9.連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範

囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手元現金、随時引

出可能な預金及び容易に換金可能であり、か

つ価値の変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から3ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。 

 

同左 
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(8) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を当連結会計年度から適用

しております。 

 これにより税金等調整前当期純利益が1,363千円減少して

おります。 

  なお、減損損失累計額につきましては、改正後の連結財

務諸表規則に基づき当該各資産の金額から直接控除してお

ります。 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等の一

部改正） 

当連結会計年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月

９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の

部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用指針第８号）

並びに改正後の「自己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」（企業会計基準委員会 終改正 平成18

年8月11日 企業会計基準第１号）及び「自己株式及び準備

金の額の減少等に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 終改正 平成18年8月11日企業会計基準適

用指針第２号）適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,658,170千円であります。 

連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年度にお

ける連結財務諸表は改正後の連結財務諸表規則により作

成しております。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

当連結会計年度から「ストック・オプション等に関する会計

基準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準８号）及び「ストック・オプション等に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年５

月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用しておりま

す。 

これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失が126,236千円増加しております。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

 当連結会計年度から「繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い」（企業会計基準委員会 平成 18 年８月 11 日 実

務対応報告第 19 号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、前連結会計年度において営業外費用の内訳とし

て表示していた「新株発行費」は、「株式交付費」として表示

しております。 
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表示方法の変更 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

―――――――――――― （連結貸借対照表） 

1. 「連結調整勘定」及び「営業権」は、当連結会計年度から

「のれん」として表示しております。 

2. 前連結会計年度において独立掲記しておりました「長期前

払費用」（当連結会計年度 1,223 千円）は、資産合計の

5/100 以下であるため、当連結会計年度においては投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示しております。 

3. 前連結会計年度において、流動負債の「その他」に含めて

おりました「前受金」は、重要性が増したため、当連結会計

年度から区分掲記することに変更いたしました。 

  なお、前連結会計年度の流動負債の「その他」に含めてお

りました「前受金」は 7,348 千円であります。 

 

（連結損益計算書） 

1. 「雑収入」は、当連結会計年度から営業外収益の「その他」

として表示しております。 

2. 「雑損失」は、当連結会計年度から営業外費用の「その他」

として表示しております。 

 

（連結キャッシュ・フロー計算書） 

1. 「連結調整勘定償却」及び「減価償却費」に含まれておりま

した営業権の償却費は、当連結会計年度から「のれん償却

額」として表示しております。 

2. 前連結会計年度において、営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めておりました「前受金の増加額」は、

重要性が増したため、当連結会計年度から区分掲記するこ

とに変更いたしました。 

  なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー

の「その他」に含めておりました「前受金の増加額」は 5,244

千円であります。 
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(9) 連結財務諸表に関する注記事項 

 

( 連結貸借対照表関係 ) 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

※1 発行済株式総数 

                        普通株式 59,937.30 株

 

※1         ―――――――――――― 

 

※2 関連会社に対するものは、次のとおりであります。 

  投資有価証券（株式）                    23,316 千円 

 

※2         ―――――――――――― 

 

※3 自己株式の保有数 

連結会社が保有する連結財務諸表提出会社の株式の数

は、以下のとおりであります。 

 普通株式                              1.30 株

 

※3         ―――――――――――― 
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( 連結損益計算書関係 ) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 

給料手当 97,352 千円

役員報酬 68,338 千円

賃借料 51,105 千円

ソフトウェア償却 29,922 千円

支払手数料 26,440 千円

賞与引当金繰入額 12,550 千円

役員退職慰労引当金繰入額 552 千円

退職給付引当金繰入額 388 千円

貸倒引当金繰入額 274 千円

   

※1 販売費及び一般管理費のうち主なもの 

給料手当 277,172 千円

役員報酬 133,156 千円

株式報酬費用 126,236 千円

広告宣伝費 104,758 千円

支払手数料 93,527 千円

ソフトウェア償却 85,983 千円

賃借料 70,235 千円

のれん償却額 70,179 千円

賞与引当金繰入額 37,200 千円

減価償却費 32,436 千円

権利金償却 12,584 千円

退職給付引当金繰入額 10,258 千円

役員退職慰労引当金繰入額 2,311 千円

貸倒引当金繰入額 952 千円

   
※2 固定資産除却損の内容 

工具器具備品 6,909 千円 

※2 固定資産除却損の内容 

車両運搬具 237 千円

工具器具備品 3,430 千円

ソフトウェア 10,346 千円

   
※3 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 その他 

㈱ガーラウェ

ブ本社 

本社機能 建物、工具器

具備品、ソフト

ウ ェ ア 、電 話

加入権 

―――― 

当社グループは、単一事業セグメントでありますが、各企

業単位を資産グループとしております。 

上記資産は、営業活動から生じる損益又はキャッシュ・フ

ローが継続してマイナスであること等から帳簿価額を減損損

失として 1,363 千円を特別損失に計上しております。 

  

※3 減損損失 

 当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を

計上いたしました。 

場所 用途 種類 

本社 コミュニティ・ソリ

ューション事業及

び共用 

建物、工具器具備品、ソフトウェア、

電話加入権、特許権、商標権、長期

前払費用 

当社グループは、単一事業セグメントでありますが、各企

業の各事業単位を資産グループとしております。 

上記資産については、当社のコミュニティ・ソリューション事

業における営業活動から生じる損益又はキャッシュ・フローが

継続してマイナスであること等からその帳簿価額 41,500 千円

を減損損失として特別損失に計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物 1,790 千円、工具器具備品

10,308 千円、ソフトウェア 5,952 千円、電話加入権 174 千

円、特許権 10,338 千円、商標権 783 千円、長期前払費用

12,152 千円であります。 
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( 連結株主資本変動計算書関係 ) 

当連結会計年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

 

１. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 59,937.3 4,485 － 64,422.3

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

新株予約権付社債の新株予約権の行使による増加  3,000株 

新株予約権の行使による増加    1,485株 

 
 

２. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式(株) 1.3 － － 1.3

 

 

３. 新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数（株） 
会社名 内訳 

目的となる
株式の種類 前連結 

会計年度末
増加 減少 

当連結 
会計年度末 

当連結 
会計年度
末残高 
（千円） 

第１回無担保転換社債型
新株予約権付社債 

普通株式 3,000 ― 3,000 ―     ―

平成14年８月 
ストック・オプションとしての
新株予約権 

普通株式 1,045 ― 600 445     ―

平成15年３月 
ストック・オプションとしての
新株予約権 

普通株式 490 ― 475 15     ―

平成15年８月 
ストック・オプションとしての
新株予約権 

普通株式 635 ― 410 225     ―

提出会社 

平成18年７月 
ストック・オプションとしての
新株予約権 

―  ― ― ― ― 71,294

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 10,243

合計 ― ― ― ― 81,537

(注) １ 目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております。 

２ 目的となる株式の数の変動事由の概要 

  第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の減少は、新株予約権行使によるものであります。 

平成14年８月及び15年６月ストック・オプションとしての新株予約権の減少は、新株予約権の行使によるものであります。  

なお、平成18年７月ストック・オプションによる新株予約権は、権利行使期間の初日が到来しておりません。 
 

４ 配当に関する事項 

  当社における当連結会計年度中の配当金の支払額はありません。 
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( 連結キャッシュ・フロー計算書関係 ) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 1,409,975千円

預け金 9,701千円

現金及び現金同等物 1,419,676千円

  

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 642,678千円

預け金 89,336千円

計 732,014千円

拘束性のある預け金 44,825千円

現金及び現金同等物 687,189千円

  
2 新株予約権付社債の新株予約権の行使 

新株予約権付社債の新株予約権の

行使による資本金増加額 312,499千円

新株予約権付社債の新株予約権の

行使による資本金準備金増加額 312,499千円

  新株予約権の行使による新株予

約権付社債減少額 625,000千円

  

2  新株予約権付社債の新株予約権の行使 

新株予約権付社債の新株予約権の

行使による資本金増加額 187,500千円

新株予約権付社債の新株予約権の

行使による資本金準備金増加額 187,500千円

  新株予約権の行使による新株予

約権付社債減少額 375,000千円

  
3  株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

  AEONSOFT,INC.（平成 17 年 12 月 31 日現在） 

流動資産 23,143千円

固定資産 89,777千円

連結調整勘定 148,517千円

流動負債 △32,053千円

固定負債 △43,437千円

 AEONSOFT,INC.の取得価額 185,945千円

AEONSOFT,INC.の 

現金及び現金同等物 △3,813千円

 差引：AEONSOFT,INC.取得の 

ための支出 182,132千円

  

3  株式の取得により新たに連結子会社となった会社の資産

及び負債の主な内訳 

  NFLAVOR CORP.（平成 18 年 10 月１日現在） 

流動資産 10,710千円

固定資産 405,778千円

のれん 396,349千円

持分法による投資損失 62,090千円

流動負債 △415,438千円

固定負債 △5,056千円

少数株主持分 △96,278千円

投資有価証券 △300,435千円

 NFLAVOR CORP.の取得価額 57,720千円

NFLAVOR CORP.の 

現金及び現金同等物 △1,407千円

 差引：NFLAVOR CORP.取得の 

ための支出 56,312千円
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(セグメント情報) 

１．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度 （自  平成 17 年４月１日    至  平成 18 年３月 31 日） 

提出会社及び連結子会社は、インターネット関連事業を事業内容としており、販売形態から見て単一セグメントの

ため、記載しておりません。 

 

当連結会計年度 （自  平成 18 年４月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

提出会社及び連結子会社は、インターネット関連事業を事業内容としており、販売形態から見て単一セグメントの

ため、記載しておりません。 

 

 

２．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度 （自  平成 17 年４月 1 日    至  平成 18 年３月 31 日） 

 日本 

（千円） 

米国 

（千円） 

韓国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

(1) 外部顧客に対する売上高 534,858 35,320 28,917 599,097 － 599,097

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

 

33 33 8,680 8,748

 

(8,748) －

計 534,892 35,354 37,598 607,845 (8,748) 599,097

営業費用 588,374 60,014 39,504 687,892 (1,347) 686,545

営業損失 53,481 24,659 1,906 80,047 7,401 87,448

Ⅱ 資産 2,055,584 81,306 121,107 2,257,996 (146,473) 2,111,526

(注) 国又は地域の区分については、連結会社の所在する国又は地域によっております。 

 

当連結会計年度 （自  平成 18 年４月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

 日本 

（千円） 

米国 

（千円） 

アイルランド

（千円） 

韓国 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社（千円） 

連結 

（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益    

  売上高    

(1) 外部顧客に対する売上高 650,160 521,530 14,391 496,909 1,682,991 － 1,682,991

(2) セグメント間の内部売上高 

又は振替高 

 

40,395 210 － 157,493

 

198,099 

 

(198,099) －

計 690,556 521,740 14,391 654,402 1,881,091 (198,099) 1,682,991

営業費用 924,458 517,060 23,193 466,589 1,931,301 (151,023) 1,780,278

営業利益又は営業損失(△) △233,901 4,680 △8,802 187,812 △50,210 (47,076) △97,286

Ⅱ 資産 1,999,216 322,271 41,674 1,084,138 3,447,301 (858,865) 2,588,436

(注) 国又は地域の区分については、連結会社の所在する国又は地域によっております。 
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３．海外売上高 

前連結会計年度 （自  平成 17 年４月 1 日    至  平成 18 年３月 31 日） 

海外売上高は、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。 

 

当連結会計年度 （自  平成 18 年４月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

 米国 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高 521,530千円 14,391千円 422,666千円 958,588千円

Ⅱ 連結売上高  - - - 1,682,991千円

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
31.0％ 0.9％ 25.1％ 57.0％

(注) １．国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

(1)米国・・・・・・・アメリカ合衆国 

(2)欧州・・・・・・・アイルランド 

(3)アジア・・・・・韓国・台湾・香港・フィリピン・タイ 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

４．オンラインゲーム事業に関する売上高は、パブリッシャーの所在する国又は地域別に集計しております。 

 

 

 ( リース取引関係 ) 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 ソフトウェア 

取得価額相当額 4,754千円

減価償却累計額相当額 4,457千円

期末残高相当額 297千円
 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引 

（借主側） 

① リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額 

 ソフトウェア 

取得価額相当額 －千円

減価償却累計額相当額 －千円

期末残高相当額 －千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 309千円

１年超 －千円

合計 309千円
 

② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,236千円

減価償却費相当額 1,188千円

支払利息相当額 18千円
 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 309千円

減価償却費相当額 297千円

支払利息相当額 1千円
 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

④ 減価償却費相当額の算定方法 

 同左 

⑤ 支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によ

っております。 

⑤ 支払利息相当額の算定方法 

同左 
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（ 関連当事者との取引 ） 

１．役員及び個人主要株主等 

前連結会計年度 （自  平成 17 年４月 1 日    至  平成 18 年３月 31 日） 
関係内容 

属性 
会社等
の名称 

住所 

資本金
又は出
資金 

（千円） 

事業の
内容又
は職業

議決権
等の所
有（被所
有）割合

（％） 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の
内容 

取引 
金額 

（千円） 
科目 

期末 
残高 

（千円）

役 員 社
宅貸与 
(注1) 

月額 
235 

年額 
2,820 

― ―

株 式 の
譲渡 
(注 2) 

1,800 ― ―

株 式 の
譲受 
(注 3) 

61,200 ― ―

役員及び
その 
近親者 

菊川 曉 ― ― 
当社代表
取締役 

被所有 
直接 
47.23 

― ― 

貯 蔵 品
の譲渡 
(注 4) 

848 ― ―

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１） 賃借料の支払については、近隣の取引実勢に基づいて、交渉のうえ賃借料金額を決定しております。 

（注２） ㈱ユビキタスコミュニケーションズの株式の譲渡であり、取引金額は取引時の時価に基づいて決定しております。 

（注３） AEONSOFT,INC.の株式の譲受であり、取引金額は第三者による評価額に基づいて決定しております。なお、同社との関係はⅡ「定性

情報・財務諸表等」２．「企業集団の状況」を参照ください。 

（注４） 貯蔵品の譲渡は取得時の時価に基づいて決定しております。 

 

当連結会計年度 （自  平成 18 年４月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
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( 税効果会計関係 ) 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産(流動) 

 貸倒引当金繰入限度超過額 142千円

 賞与引当金繰入限度超過額 5,553千円

 未払事業税 1,219千円

繰延税金資産(流動)合計 6,915千円

繰延税金資産(固定) 

  減損損失自己否認額 554千円

 固定資産除却損自己否認額 1,727千円

 ソフトウェア償却超過額 12,624千円

 ソフトウェア除却損自己否認額 290千円

 投資有価証券評価損自己否認額 15,350千円

 営業権償却超過額 24,420千円

 退職給付引当金及び役員退職 

慰労引当金繰入限度超過額 
1,712千円

 繰越欠損金 104,589千円

繰延税金資産(固定)合計 161,270千円

 評価性引当額 △168,185千円

繰延税金資産の合計        ― 

 

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 3,811千円

繰延税金負債(固定)合計 3,811千円

繰延税金負債の合計 3,811千円

 
 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

繰延税金資産(流動) 

 貸倒引当金繰入限度超過額 405千円

 賞与引当金繰入限度超過額 7,605千円

 未払事業税 469千円

 その他 9,815千円

計 18,296千円

評価性引当額 △18,124千円

繰延税金負債との相殺 △35千円

繰延税金資産(流動)合計 136千円

繰延税金資産(固定) 

減損損失自己否認額 17,076千円

 ソフトウェア償却超過額 15,511千円

 投資有価証券評価損自己否認額 18,282千円

 のれん償却超過額 21,261千円

 退職給付引当金及び役員退職 

慰労引当金繰入限度超過額 
4,298千円

株式報酬費用 33,405千円

外国税額控除超過額 29,171千円

 繰越欠損金 275,575千円

その他 3,864千円

計 418,447千円

 評価性引当額 △377,405千円

繰延税金資産(固定)合計 41,041千円

繰延税金資産の合計    41,178千円

 

繰延税金負債(流動) 

未収収益 35千円

計 35千円

 繰延税金資産との相殺 △35千円

繰延税金負債(流動)合計 －千円

繰延税金負債(固定) 

 その他有価証券評価差額金 162千円

繰延税金負債(固定)合計 162千円

繰延税金負債の合計 162千円

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別内訳 

法定実効税率 40.7％

 

 (調整) 

  住民税均等割等 2.0％

  交際費等永久に損金に 

  算入されない項目 
1.2％

  連結調整勘定 △26.9％

  評価性引当額 △14.1％

  その他 △0.9％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
2.0％

 

 
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率と

の間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった

主要な項目別内訳 

法定実効税率 40.7％

 

 (調整) 

  住民税均等割等 △1.6％

  交際費等永久に損金に 

  算入されない項目 
△1.7％

  のれん償却 9.4％

  評価性引当額 △50.3％

  その他 △8.9％

  税効果会計適用後の 

  法人税等の負担率 
△12.4％

 

 

 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         33

（ 有価証券関係 ） 

 
1.その他有価証券で時価のあるもの 

前連結会計年度 

（平成 18 年 3 月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 19 年３月 31 日） 

取得原価 

連結決算日 

における 

連結貸借対照

表計上額 

差額 取得原価 

連結決算日 

における 

連結貸借対照

表計上額 

差額 
区分 

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 

連結貸借対照表計上額が 

取得原価を超えるもの 

      

 ① 株式 1 710 708 1 254 252

合計 1 710 708 1 254 252

 
2.当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

区分 
前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日）

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日）

売却額（千円） 270,390 222,828

売却益の合計額（千円） 267,866 1,480

 
3.時価評価されていない有価証券 

前連結会計年度 

（平成18年3月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 区分 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

 非上場株式 150,870 73,601

合計 150,870 73,601

（注）1. 減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ、50％以上下落した場合には全て減損処理を行い、30～

50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行なっております。 

2. 前連結会計年度において、投資有価証券について 32,796 千円（その他有価証券で時価のない株式）減損処理を行な

っております。 

3. 当連結会計年度において、投資有価証券について 7,203 千円（その他有価証券で時価のない株式）減損処理を行なっ

ております。 

 

 

（ デリバティブ取引関係 ） 

前連結会計年度 （自  平成 17 年４月１日    至  平成 18 年３月 31 日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

当連結会計年度 （自  平成 18 年 4 月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

当社グループは、デリバティブ取引を全く利用していないので、該当事項はありません。 

 

 

（ 退職給付関係 ） 

前連結会計年度 

（平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（平成19年３月31日） 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  一部の在外連結子会社は、従業員退職金規程に基づく社

内積立の退職一時金制度を採用しております。 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 3,947千円

退職給付引当金 3,947千円

 

３ 退職給付費用の内訳 

勤務費用 1,343千円

退職給付費用 1,343千円

 
 

１ 採用している退職給付制度の概要 

  同左 

 

 

２ 退職給付債務及びその内訳 

退職給付債務 24,508千円

退職給付引当金 24,508千円

 

３ 退職給付費用の内訳 

勤務費用 23,445千円

退職給付費用 23,445千円

 
 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         34

（ ストック・オプション等関係 ） 

当連結会計年度 （自  平成 18 年４月１日    至  平成 19 年３月 31 日） 

1. 当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

販売費及び一般管理費の株式報酬費用           126,236 千円 

2.ストック・オプションの内容及び規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

会社名 提出会社 提出会社 GALA-NET,INC. GALA-NET,INC. 

決議年月日 平成18年7月4日 平成18年7月4日 平成17年12月1日 平成18年9月27日 

与対象者の区分 

及び人数 

当社取締役6名 

当社監査役3名 

当社従業員18名 

  子会社㈱ガーラウェブ取締

役1名 

  子会社㈱ガーラウェブ従業

員10名 

子会社GALA-NET,INC 

取締役2名 

 

子会社GALA-NET,INC. 
取締役2名 

子会社GALA-NET,INC. 
取締役就任予定の当社子

会社従業員1名 

子会社GALA-NET,INC. 
従業員15名 

子会社GALA-NET,INC. 
に出向している当社子会社

従業員2名 

当社取締役2名 

当社従業員2名 

株式の種類 

及び付与数 
 普通株式 5,840株  普通株式 451株 10,000,000株 11,150,000株 

付与日  平成18年7月19日  平成18年7月19日 平成17年12月1日 平成18年9月27日 

権利確定条件 

 権利行使開始日におい

て、当社もしくは対象子会

社に在籍にしていること 

 権利行使開始日において、

当社もしくは対象子会社に

在籍にしていること 

権利行使開始日におい

て、当社グループ会社に

在席し、対象子会社にサ

ービスを提供する立場に

あること 

権利行使開始日におい

て、当社グループ会社に

在席し、対象子会社にサ

ービスを提供する立場に

あること 

対象勤務期間 
 自平成18年7月19日 

 至平成20年6月27日 

 自平成18年7月19日 

 至平成20年6月27日 

自平成17年12月1日 

至平成18年11月30日 

自平成18年9月27日 

至平成19年9月26日 

権利行使期間 
 自平成20年6月28日 

 至平成24年6月26日 

 自平成20年6月28日 

 至平成22年6月26日 

自平成18年12月1日 

至平成27年11月30日 

自平成19年9月27日 

至平成28年9月26日 

 

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 ① ストック・オプションの数 

会社名 提出会社 提出会社 GALA-NET,INC. GALA-NET,INC. 

決議年月日 平成18年7月4日 平成18年7月4日 平成17年12月1日 平成18年9月27日 

権利確定前     

 期首 （株） － － 10,000,000 －

 付与 （株） 5,840 451 － 11,150,000

 失効 （株） － 30 － 90,000

 権利確定 （株） － － 10,000,000 －

 未確定残 （株） 5,840 421 － 11,060,000

権利確定後   

 期首 （株） － － － －

 権利確定 （株） － － 10,000,000 －

 権利行使 （株） － － － －

 失効 （株） － － － －

 未行使残 （株） － － 10,000,000 －

② 単価情報 

会社名 提出会社 提出会社 GALA-NET,INC. GALA-NET,INC. 

決議年月日 平成18年7月4日 平成18年7月4日 平成17年12月1日 平成18年9月27日 

権利行使価格     10万2,547円       10万2,547円

0.01米ドル 

（子会社GALA-NET,INC.
取締役1名については

0.011米ドル） 

0.01米ドル

行使時平均株価 － － － －

付与日における 

公正な評価単価 
         49,424円          40,180円

0.003米ドル 

（子会社GALA-NET,INC.
取締役1名については

0.002米ドル） 

0.057米ドル
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( １株当たり情報 ) 

 

前連結会計年度 

（自 平成17年４月１日 至 平成18年３月31日） 

当連結会計年度 

（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

１株当たり純資産額                  25,360 円 03 銭 １株当たり純資産額                   25,739 円 60 銭 

１株当たり当期純利益                 1,320 円 62 銭 １株当たり当期純損失                  4,736 円 92 銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益   1,250 円 59 銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

（注） １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
71,690 △299,351

普通株式に係る当期純利益又は当期純

損失（△）（千円） 
71,690 △299,351

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 54,285 63,195

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の

算定に用いられた普通株式増加数の主

要な内訳（株） 

新株予約権 

    新株予約権付社債 

1,691

1,348

――――― 

普通株式増加数（株） 3,039 ――――― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり当期純利益の算定に含ま

れなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

 「株主総会の特別決議（平成14年６月25

日）」（平成14年８月23日発行）銘柄 

新株予約権 

 「株主総会の特別決議（平成18年６月27

日）」（平成18年７月４日発行）銘柄 
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(重要な後発事象) 

前連結会計年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

1. 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換

について 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は平成 18

年 4 月 7 日に 375,000 千円が株式に転換され、これにより

当該社債はすべて株式に転換されました。 

なお、平成 18 年 4 月 7 日の転換により資本金が 187,500

千円増加、資本準備金が 187,500 千円増加し、新株予約

権付社債が 375,000 千円減少しております。 

 

2. NFLAVOR CORP.への追加出資について 

当社は、平成 18 年 3 月 24 日の取締役会において、韓

国でオンラインゲーム開発を行う NFLAVOR CORP.に対し

追加出資を行い関連会社とすることを決定し、平成 18 年 4

月 13 日に株式を取得いたしました。 

取得株式数 16,666 株（発行済株式数 150,000 株） 

取得株式対価 1,499,940 千韓国ウォン 

取得後の当社保有株式数 30,000 株 

取得後の当社持株比率 20.00％ 

 

3. ㈱ガーラ総合研究所の設立について 

当社は、平成 18 年 4 月 28 日の取締役会において、イン

ターネットにおける口コミに関する研究・調査・分析を行い、

当社グループのシンクタンクとしてビジネスをサポートする

㈱ガーラ総合研究所を設立することを決定いたしました。  

（１）商号 ㈱ガーラ総合研究所 

（２）設立予定時期 平成 18 年 5 月 

（３）本店所在地 東京都渋谷区 

（４）代表者名 村本 理恵子(当社取締役) 

（５）資本金 30,000 千円 

（６）株主構成 ㈱ガーラ 100％ 

（７）当社との資本関係、人的関係、取引関係等の概要 

   ① 資本関係 当該子会社は、当社の全額出資

により設立 

   ② 人的関係 当社取締役 2 名が役員に就任 

   ③ 取引関係 当社サービスに関する研究・企画・

調査等の事業活動を委託 

  

―――――――――――― 
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５.財務諸表等 
 (1) 貸借対照表 

         (単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

          

 （平成 18 年 3 月 31 日現在）   （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

金 額 構成比 金 額 構成比 

  （ 資 産 の 部 ）     ％    ％

Ⅰ 流 動 資 産            

  1. 現金及び預金     1,329,163   317,850  

 2. 売掛金 ※2  58,249   96,061  

 3. 前払費用   5,079   5,812  

 4. 関係会社短期貸付金   8,407   146,854  

 5. 未収消費税等   －   3,581  

  6. その他    2,657    10,524  

   貸倒引当金     △349    △573  

   流動資産合計     1,403,208 69.5   580,110 30.2 

Ⅱ 固 定 資 産            

  1. 有形固定資産           

   (1) 建物   10,947  10,296    

   減価償却累計額  △2,592 8,354  △4,033 6,263  

  (2) 車両運搬具  3,605  －   

   減価償却累計額  △3,424 180  － －  

  (3) 工具器具備品  95,367  124,622   

   減価償却累計額  △65,280 30,087  △78,383 46,239  

   有形固定資産合計     38,621 1.9   52,502 2.7 

  2. 無 形 固 定 資 産            

  (1) 特許権   6,771   －  

  (2) 商標権   2,756   2,914  

   (3) ソフトウェア     29,608     54,293  

  (4) 権利金   66,520   87,398  

  (5) 電話加入権   786   611  

   無形固定資産合計     106,443 5.3   145,217 7.6 

  3. 投 資 そ の 他 の 資 産            

   (1) 投資有価証券     128,264     73,855  

  (2) 関係会社株式   293,616   1,039,861  

  (3) 長期前払費用   16,964   1,223  

   (4) 保証金     31,159     29,279  

    投資その他の資産合計     470,004 23.3   1,144,220 59.5 

    固定資産合計     615,069 30.5   1,341,940 69.8 

    資 産 合 計     2,018,278 100.0   1,922,051 100.0 
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         (単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

        

 （平成 18 年 3 月 31 日現在）   （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

 金 額  構成比  金 額  構成比 

  （ 負 債 の 部 ）     ％    ％

Ⅰ 流 動 負 債            

  1. 買掛金 ※2   26,306     48,585  

  2. 未払金    24,895     76,481  

 3. 未払費用   5,304   6,717  

  4. 未払法人税等     3,945     2,685  

 5. 未払消費税等   7,082   －  

 6. 前受金   4,679   12,670  

 7. 預り金   1,699   3,067  

  8. 賞与引当金     11,965     14,074  

 9. 新株予約権付社債   375,000   －  

   流動負債合計     460,878 22.8   164,282 8.6 

Ⅱ 固 定 負 債            

 1.  繰延税金負債   3,811   162  

   固定負債合計     3,811 0.2   162 0.0 

   負債合計     464,689 23.0   164,444 8.6 
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         (単位：千円) 

 前事業年度 当事業年度 

        

 （平成 18 年 3 月 31 日現在）   （平成 19 年 3 月 31 日現在）  
 

 金 額  構成比  金 額  構成比 

  （ 資 本 の 部 ）             

Ⅰ 資本金 ※1   1,010,751 50.1   － － 

Ⅱ 資本剰余金         

 1．資本準備金   431,712  －  

 資本剰余金合計   431,712 21.4  － － 

Ⅲ 利益剰余金         

 1．当期未処分利益   105,759 －  

 利益剰余金合計   105,759 5.2 － － 

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※5  5,553 0.3 － － 

Ⅴ 自己株式 ※4  △188 △0.0 － － 

   資本合計     1,553,588 77.0 － － 

   負債及び資本合計     2,018,278 100.0 － － 

        

  （ 純 資 産 の 部 ）           

Ⅰ 株主資本       

 １ 資本金   －   1,229,959  

 ２ 資本剰余金       

  (1)資本準備金   －  650,920   

   資本剰余金合計   －   650,920  

 ３ 利益剰余金       

  (1)その他利益剰余金      

    繰越利益剰余金   －  △194,613   

  利益剰余金合計   －   △194,613  

 ４ 自己株式   －   △188  

  株主資本合計   －   1,686,076 87.7 

Ⅱ 評価・換算差額等       

  その他有価証券評価差額金   －   236  

  評価・換算差額等合計   －   236 0.0 

Ⅲ 新株予約権   －   71,294 3.7 

  純資産合計   －   1,757,607 91.4 

  負債純資産合計   －   1,922,051 100.0 

           

 

 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         40

 

(2) 損益計算書 

        (単位：千円) 

 前事業年度   当事業年度  

          

 自 平成 17 年 4 月 1 日   自 平成 18 年 4 月 1 日  

 至 平成 18 年 3 月 31 日   至 平成 19 年 3 月 31 日  

  

金 額 百分比 金 額 百分比 

       ％  ％

Ⅰ 売上高      455,780 100.0  567,943 100.0 

Ⅱ 売上原価    101,376 22.2  209,942 37.0 

  売上総利益     354,403 77.8  358,001 63.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1   393,747 86.4  592,646 104.3 

   営業損失     39,344 △8.6  234,645 △41.3 

Ⅳ 営業外収益           

  1. 受取利息 ※2 1    3,613   

 2. 還付加算金  11  －   

 3. 講演料収入  145  －   

 4. 子会社業務受託等収入  － 4,850   

 5. 為替差益  － 1,510   

  6. その他   14 173 0.0 18 9,994 1.8 

Ⅴ 営業外費用                   

  1. 支払利息   3 8   

 2. 為替差損  218 －   

 3. 新株発行費  9,814 －   

 4. 株式交付費  － 4,037   

 5. 社債発行費  388 －   

 6. 子会社設立費用  － 2,420   

 7. 子会社株式取得費用  7,874 7,198   

 8. その他  － 18,298 4.0 500 14,164 2.5 

   経常損失     57,469 △12.6  238,815 △42.0 

Ⅵ 特別利益           

  1. 投資有価証券売却益   267,866 267,866 58.8 － － － 

Ⅶ 特別損失           

 1. 商品評価損  51,000   －   

 2. 固定資産除却損 ※3 6,670   11,610   

 3. 投資有価証券評価損   32,796   7,203   

 4. 関係会社株式評価損  31,585   －   

 5. 減損損失 ※4 －   41,500   

  6. その他   920 122,971 27.0 － 60,314 10.7 

   
税引前当期純利益又は 

税引前当期純損失（△） 
    87,425 19.2  △299,129 △52.7 

   法人税、住民税及び事業税    950 0.2 1,242 0.2 

  
当期純利益又は 

当期純損失（△） 
 86,475 19.0 △300,372 △52.9 

  前期繰越利益  

 

19,284 －  

   
当期未処分利益又は 

当期未処理損失（△） 
    105,759 －  
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 (3) 利益処分計算書  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(注) 日付は、株主総会承認日であります。 

 

 

(4)株主資本等変動計算書 

当事業年度 (自 平成18年４月１日 至 平成19年3月31日) 

 

株主資本 
 

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 1,010,751 431,712 105,759 △188 1,548,034

事業年度中の変動額  

 新株の発行 219,207 219,207 438,415

当期純損失  300,372 300,372

株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 

 

事業年度中の変動額合計(千円) 219,207 219,207 △300,372  138,042

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 1,229,959 650,920 △194,613 △188 1,686,076

 

 

評価・換算差額等 

 
その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 18 年３月 31 日残高(千円) 5,553 5,553 ― 1,553,588 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 438,415 

 当期純損失 300,372 

 株主資本以外の項目の事業年度中
の変動額(純額) 

△5,317 △5,317 71,294 65,976 

事業年度中の変動額合計(千円) △5,317 △5,317 71,294 204,018 

平成 19 年３月 31 日残高(千円) 236 236 71,294 1,757,607 

 (単位：千円)

 前事業年度 

（平成 18 年 6 月 27 日）    

 金 額  

      

Ⅰ 当期未処分利益   105,759 

Ⅱ 次期繰越利益  105,759 
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(5) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 

前事業年度 

（自 平成 17 年４月１日 

至 平成 18 年３月 31 日） 

当事業年度 

（自 平成 18 年４月１日 

 至 平成 19 年３月 31 日） 

 当社は、平成 14 年３月期以降、重要な営業損失及び重要

な経常損失を継続的に計上している状況の中で、当事業年

度において大幅に業績を改善し営業利益及び経常利益を計

上しておりますが、引き続き営業キャッシュ・フローがマイナス

となっているため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、経営計画の抜本的見直し

の中で、各事業単位での損益改善を図るため事業再編計画

を策定し、それに基づき当事業年度の事業計画を策定いたし

ました。これに基づき、各サービス単位での損益構造、業務体

制、人員配置等を見直し、不採算サービスの中止、高い収益

率を確保しているサービスの規模拡大等の施策を実施し、損

益改善を強力に推進してきました。 

 これらの施策として、事業買収や業務提携実施により、収益

率の高い「データマイニング事業」における『ｅ－マイニング』の

契約件数を大幅に伸ばしました。一方で、『バイラルリサーチ』

はインターネット上の生の声を収集し分析するという他社サー

ビスにはない特色を持っておりますが、リサーチ市場の環境変

化等の影響により受託価額が低下したため、さらに、同サービ

スは労働集約型のサービスであるため、受注ボリュームに応じ

て人員投入が必要であることから、コスト低減が難しく、現状で

は採算性が低いサービスとなり、同サービスは平成 16 年 7 月

をもって中止し、『バイラルリサーチ』のノウハウ、特徴を生かし

た低価格・簡易版のリサーチシステムの開発に着手しておりま

す。また、全社的な固定費の削減を進め、可能な限りコスト削

減に努めております。 

 これらの施策を既に実施した結果、当事業年度下半期には

収益増加が図られ、収益率を大幅に改善し、営業キャッシュ・

フローもプラスとなっておりますが、当事業年度上半期の営業

キャッシュ・フローのマイナスが大きく、通期での営業キャッシ

ュ・フローはプラスとなるまでには至っておりません。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表に反映しておりません。 

 

 当社は、平成 14 年３月期以降、重要な営業損失及び重要

な経常損失を継続的に計上している状況の中で、平成 17 年３

月期において大幅に業績を改善し営業利益及び経常利益を

計上したものの、当事業年度において、重要な営業損失及び

経常損失の計上となり、継続企業の前提に関する重要な疑義

が存在しております。 

 当社は、当該状況を解消すべく、データマイニング事業にお

きましては、規模拡大を目指し、㈱電通が独占販売するインタ

ーネット上の口コミ情報分析サービス「電通バズリサーチ」につ

いて、さらなる顧客ニーズに適応するよう、当事業年度におい

て新システムの開発を行ないました。 

 また、オンラインゲーム事業に関しては、国内でのオンライン

ゲーム事業を当事業年度の第 3 四半期よりサービス提供を開

始しております。しかしながら、当事業年度におきましては「電

通バズリサーチ」の安定稼動が遅れたことや、オンラインゲー

ムの先行投資費用計上等により、損益状況の改善に至りませ

んでした。 

 また、当社は、事業持株会社として本部機能を有しており、

グループ会社の増加にともない、管理コスト負担が増加いたし

ました。 

今後、当社はオンラインゲーム事業を中心に業績改善を図

り、また、当社グループの管理体制の整備をすすめるうえで、

グループ企業組織の再編も視野にいれて、グループの発展

に効果的な体制、コスト分担を考慮した体制作りに取り組んで

いく予定であります。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表に反映しておりません。 
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(6) 重要な会計方針 

 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1)子会社株式及び関連会社株式 

   移動平均法による原価法 

(2)その他有価証券 

   時価のあるもの 

決算期末日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は、全部資本直入法に

より算出し、売却原価は、移動平均法に

より算出） 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

(1)子会社株式 

  同左 

(2)その他有価証券 

   時価のあるもの 

  決算期末日の市場価格に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産直入法

により算出し、売却原価は、移動平均

法により算出） 

   時価のないもの 

  同左 

 

２ 固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

 定率法 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物        ８～15 年 

  工具器具備品 ４～15 年 

 

(1) 有形固定資産 

  同左 

 (2) 無形固定資産 

  定額法 

なお、自社利用のソフトウェアについて

は、社内における利用可能期間(３年)に基

づく定額法を採用しております。 

権利金については、契約期間(３年)に基

づいております。 

 

(2) 無形固定資産 

  同左 

 

３ 繰延資産の処理方法 (1) 新株発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

(2) 社債発行費 

支出時に全額費用として処理しており

ます。 

 

(1) 株式交付費 

同左 

 

 

 

 

４ 外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。 

 

同左 

 

５ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見込額を計上しております。 

 

(1) 貸倒引当金 

  同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき計

上しております。 

 

(2) 賞与引当金 

  同左 
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項目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

６ リース取引の処理方法 

 

 

   リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リース

取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 

  同左 

７ その他財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 

消費税等の会計処理 

  同左 

 

 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         45

会計処理の変更 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（固定資産の減損に係る会計基準） 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会

平成14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る会計基準

の適用指針」（企業会計基準委員会 平成15年10月31日

企業会計基準適用指針第６号）を当事業年度から適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はありません。 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――――――――――― 

 

―――――――――――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

(貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準） 

(自己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準等

の一部改正） 

  当事業年度から、「貸借対照表の純資産の部の表示

に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 企業会計基準適用

指針第８号）並びに改正後の「自己株式及び準備金の額

の減少等に関する会計基準」（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日企業会計基準第１号）及び「自

己株式及び準備金の額の減少等に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18年８月

11日 企業会計基準適用指針第２号）を適用しておりま

す。 

  これによる損益に与える影響はありません。 

なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

1,686,312千円であります。 

  財務諸表等規則の改正により、当事業年度における

財務諸表は改正後の財務諸表等規則により作成しており

ます。 

 

（ストック・オプション等に関する会計基準等） 

  当事業年度から「ストック・オプション等に関する会計基

準」(企業会計基準委員会 平成17年12月27日 企業会

計基準8号）及び「ストック・オプション等に関する会計基

準の適用指針」（企業会計基準委員会 終改正平成18

年５月31日 企業会計基準適用指針第11号）を適用して

おります。 

  これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損

失が71,294千円増加しております。 

 

(繰延資産の会計処理に関する当面の取扱い) 

 当事業年度から「繰延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年８月11日 実務

対応報告第 19 号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

なお、前事業年度において営業外費用の内訳として表示

していた「新株発行費」は、「株式交付費」として表示してお

ります。 
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表示方法の変更 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

（損益計算書） 

 為替差損益については、当事業年度は「為替差損」とな

り、金額的重要性が増したため区分掲記しております。な

お、前事業年度においては「為替差益」6千円が営業外収

益の「その他」に含まれております。 

  

―――――――――――― 
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 (7) 個別財務諸表に関する注記事項 

 
(貸借対照表関係) 

前事業年度 

(平成18年３月31日) 

当事業年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株数 普通株式 185,820.00株

発行済株式数 普通株式 59,937.30株

   

※１      ―――――――――――― 

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

売掛金 35千円

  

※２ 関係会社に対する資産及び負債 

買掛金 21,546千円

  
３     ―――――――――――― 

 

 

 

 

 

３ 偶発債務 

下記の会社の借入金に対して、次のとおり債務保証を行

っております。 

NFLAVOR CORP. 37,620千円

 計 37,620千円 

※４ 自己株式の保有数 

   普通株式                        1.30 株 

 

※４      ―――――――――――― 

 

※５ 配当制限 

   有価証券の時価評価により、純資産額が 5,553 千円増加

しております。 

   なお、当該金額は商法施行規則第 124 条第 3 号の規定

により、配当に充当することが制限されております。 

 

※５      ―――――――――――― 
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 (損益計算書関係) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

給料手当 81,593千円

役員報酬 46,847千円

賃借料 40,754千円

ソフトウェア償却 26,374千円

支払手数料 23,371千円

業務委託料 20,505千円

賞与引当金繰入額 11,965千円

貸倒引当金繰入額 208千円

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 

給料手当 92,196千円

株式報酬費用 71,294千円

役員報酬 60,557千円

広告宣伝費 46,204千円

支払手数料 45,406千円

業務委託料 40,797千円

賃借料 36,258千円

減価償却費 15,301千円

賞与引当金繰入額 14,074千円

貸倒引当金繰入額 224千円

  

販売費に属する費用のおおよその割合 40％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 60％

  

販売費に属する費用のおおよその割合 38％

一般管理費に属する費用のおおよその割合 62％

  

※２     ―――――――――――― ※２ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、次のと

おりであります。 

受取利息 3,104千円

  
※３ 固定資産除却損の内容 

工具器具備品 6,670千円

  

※３ 固定資産除却損の内容 

車両運搬具 237千円

工具器具備品 1,026千円

ソフトウェア 10,346千円

  

※４     ―――――――――――― ※４ 減損損失 

 当社は、以下の資産グループについて減損損失を計上

いたしました。 

場所 用途 種類 
本社 コミュニティ・ソリ

ューション事業及

び共用 

建物、工具器具備品、ソフトウェア、

電話加入権、特許権、商標権、長期

前払費用 

当社は、単一事業セグメントでありますが、各事業単位を

資産グループとしております。 

上記資産については、コミュニティ・ソリューション事業にお

ける営業活動から生じる損益又はキャッシュ・フローが継続し

てマイナスであること等からその帳簿価額 41,500 千円を減損

損失として特別損失に計上しております。 

 減損損失の内訳は、建物 1,790 千円、工具器具備品

10,308 千円、ソフトウェア 5,952 千円、電話加入権 174 千円、

特許権 10,338 千円、商標権 783 千円、長期前払費用 12,152

千円であります。 

 

 

 

(株主資本変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日） 

自己株式に関する事項 

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末 

普通株式(株) 1.3 － － 1.3
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(リース取引関係) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引 

(借主側) 

①リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及

び期末残高相当額 

 ソフトウェア 

取得価額相当額 4,754千円

減価償却累計額相当額 4,457千円

期末残高相当額 297千円

  

 ソフトウェア 

取得価額相当額 －千円

減価償却累計額相当額 －千円

期末残高相当額 －千円

  

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 309千円

１年超 －千円

合計 309千円

  

②未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 －千円

１年超 －千円

合計 －千円

  

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 1,236千円

減価償却費相当額 1,188千円

支払利息相当額 18千円

  

③支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 309千円

減価償却費相当額 297千円

支払利息相当額 1千円

  

④減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法に

よっております。 

 

④減価償却費相当額の算定方法 

  同左 

⑤支払利息相当額の算定方法 

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を

利息相当額とし、各期への配分方法については利息法によ

っております。 

 

⑤支払利息相当額の算定方法 

  同左 

 

 

 (有価証券関係) 

前事業年度(自平成17年４月１日 至平成18年３月31日)及び当事業年度(自平成18年４月１日 至平成19年３月31日)に

おける子会社及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 

  繰延税金資産(流動) 

  賞与引当金繰入限度超過額 4,869千円

  貸倒引当金繰入限度超過額 142千円

  未払事業税 1,219千円

 繰延税金資産(流動)合計 6,231千円

 繰延税金資産(固定) 

  ソフトウェア償却超過額 12,624千円

  ソフトウェア除却損自己否認額 290千円

  投資有価証券評価損自己否認額 15,350千円

  関係会社株式評価損自己否認額 12,855千円

  営業権償却超過額 24,420千円

  繰越欠損金 50,314千円

 繰延税金資産(固定)合計 115,855千円

  評価性引当額 △122,086千円

 繰延税金資産の合計        － 

  

 繰延税金負債(固定) 

  その他有価証券評価差額金 3,811千円

 繰延税金負債(固定)合計 3,811千円

 繰延税金負債の合計 3,811千円

  

 １ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

 

  繰延税金資産(流動) 

  賞与引当金繰入限度超過額 5,728千円

  貸倒引当金繰入限度超過額 233千円

  未払事業税 469千円

計 6,430千円

  評価性引当額 △6,430千円

 繰延税金資産(流動)合計 －千円

 繰延税金資産(固定) 

  ソフトウェア償却超過額 15,511千円

  投資有価証券評価損自己否認額 18,282千円

  関係会社株式評価損自己否認額 12,855千円

  のれん償却超過額 16,280千円

  固定資産減損損失自己否認額 16,890千円

  株式報酬費用 29,016千円

  繰越欠損金 126,557千円

計 235,394千円

  評価性引当額 △235,394千円

 繰延税金資産(固定)合計 －千円

 繰延税金資産の合計        －千円

  

 繰延税金負債(固定) 

  その他有価証券評価差額金 162千円

 繰延税金負債(固定)合計 162千円

 繰延税金負債の合計 162千円

  

 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

となった主要な項目別の内訳 

   法定実効税率 40.7％

   (調整)  

   住民税均等割等 1.1％

   交際費等永久に損金に 

   算入されない項目 
0.5％

      加算税及び延滞税 0.1％

   評価性引当額 △41.3％

   税効果会計適用後の 

   法人税等の負担率 
1.1％

  

 ２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

となった主要な項目別の内訳 

   法定実効税率 40.7％

   (調整)  

   住民税均等割等 △0.3％

   交際費等永久に損金に 

   算入されない項目 
△0.6％

    加算税及び延滞税 △0.1％

   評価性引当額 △40.0％

    その他 △0.1％

   税効果会計適用後の 

   法人税等の負担率 
△0.4％

  

 



 

                    ㈱ガーラ （４７７７） 平成 19 年３月期決算短信 

                         51

(１株当たり情報) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

１株当たり純資産額                     25,920 円 78 銭 １株当たり純資産額                     26,176 円 44 銭

１株当たり当期純利益                    1,592 円 96 銭 １株当たり当期純損失                    4,753 円 08 銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益      1,508 円 49 銭 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、１

株当たり当期純損失であるため記載しておりません。 

 (注) １株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

損益計算書上の当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 
86,475 △300,372

普通株式に係る当期純利益又は当期

純損失（△）（千円） 
86,475 △300,372

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ―

普通株式の期中平均株式数（株） 54,285 63,195

当期純利益調整額（千円） ― ―

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に用いられた普通株式増加数の

主要な内訳（株） 

新株予約権 

新株予約権付社債 

1,691

1,348

――――― 

 

 

普通株式増加数（株） 3,039 ――――― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益の算定に

含まれなかった潜在株式の概要 

新株予約権 

 「株主総会の特別決議（平成14年６月25

日）」（平成14年８月23日発行）銘柄 

新株予約権 

 「株主総会の特別決議（平成18年６月27

日）」（平成18年７月４日発行）銘柄 
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(重要な後発事象) 

前事業年度 

(自 平成17年４月１日 

至 平成18年３月31日) 

当事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

1. 第１回無担保転換社債型新株予約権付社債の株式転換

について 

第１回無担保転換社債型新株予約権付社債は平成 18

年 4 月 7 日に 375,000 千円が株式に転換され、これにより

当該社債はすべて株式に転換されました。 

なお、平成 18 年 4 月 7 日の転換により資本金が 187,500

千円増加、資本準備金が 187,500 千円増加し、新株予約

権付社債が 375,000 千円減少しております。 

 

2. NFLAVOR CORP.への追加出資について 

当社は、平成 18 年 3 月 24 日の取締役会において、韓

国でオンラインゲーム開発を行う NFLAVOR CORP.に対し

追加出資を行い関連会社とすることを決定し、平成 18 年 4

月 13 日に株式を取得いたしました。 

取得株式数 16,666 株（発行済株式数 150,000 株） 

取得株式対価 1,499,940 千韓国ウォン 

取得後の当社保有株式数 30,000 株 

取得後の当社持株比率 20.00％ 

 

3. ㈱ガーラ総合研究所の設立について 

当社は、平成 18 年 4 月 28 日の取締役会において、イン

ターネットにおける口コミに関する研究・調査・分析を行い、

当社グループのシンクタンクとしてビジネスをサポートする

㈱ガーラ総合研究所を設立することを決定いたしました。 

 

（１）商号 ㈱ガーラ総合研究所 

（２）設立予定時期 平成 18 年 5 月 

（３）本店所在地 東京都渋谷区 

（４）代表者名 村本 理恵子(当社取締役) 

（５）資本金 30,000 千円 

（６）株主構成 ㈱ガーラ 100％ 

（７）当社との資本関係、人的関係、取引関係等の概要 

   ① 資本関係 当該子会社は、当社の全額出資

により設立 

   ② 人的関係 当社取締役 2 名が役員に就任 

   ③ 取引関係 当社サービスに関する研究・企画・

調査等の事業活動を委託  

―――――――――――― 
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