
 

1 

 

平成 20 年３月期  第１四半期財務・業績の概況 
 

平成 19 年８月 15 日 
上 場 会 社 名         株式会社ガーラ          上場取引所 大証ヘラクレス         
コ ー ド 番 号           ４７７７                  ＵＲＬ  http://www.gala.jp  
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 （氏名）廣末 紀之 
問合せ先責任者 （役職名）取締役管理統括本部長 （氏名）藤田 公司   ＴＥＬ (０３)５７７８－０３２１ 
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年３月期第１四半期の連結業績（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 704  230.0 △16      － △35     － △82      －
19 年３月期第１四半期 213   92.0 △72      － △107    － △105    －

19 年３月期 1,682   180.9  △97      － △192     －  △299      － 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年３月期第１四半期 △1,276.97 －       
19 年３月期第１四半期 △1,689.15 －       

19 年３月期 △4,736.92 －       
(注)1. 19 年３月期第 1 四半期及び 20 年３月期第 1 四半期は四半期純損失を計上しているため、潜在株式調整後１株当たり当期（四半
期）純利益を記載しておりません。 
 
(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

20 年３月期第１四半期 2,687    1,929    61.4   25,426.02     
19 年３月期第１四半期 1,982    1,808    89.9   28,316.75     

19 年３月期 2,588    1,880    64.1   25,739.60     
 
(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

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第１四半期 173    △366    23     532    
19 年３月期第１四半期 △66    △227    △0     1,124    

19 年３月期 200    △845    △90     687    
 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

19年３月期第１四半期 
  円   銭

－ 

20 年３月期第１四半期 － 
 
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） 

（％表示は，通期は対前期，中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 － － － － － 
通     期 － － － － － 

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） 
： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成基準 ： 中間連結財務諸表作成基準 
(3) 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 有 

［（注）詳細は，11 ページ「四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更」をご覧ください。］
(4) 会計監査人の関与 ： 無 

 
 
５．個別業績の概要（平成 19 年４月１日 ～ 平成 19 年６月 30 日） 
(1) 個別経営成績                            （％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（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年３月期第１四半期 169   －   △107  －        △99  －        △99  － 
19 年３月期第１四半期   103   －   △37  －       △40  －        △42  － 

19 年３月期 567   20.4 △234 －    △238  －        △300  － 
 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

 円    銭

20 年３月期第１四半期 △1,543.88  
19 年３月期第１四半期 △1,689.15 

19 年３月期 △4,753.08 
 
(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

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年３月期第１四半期 1,859    1,712    87.0   24,934.75    
19 年３月期第１四半期 1,960    1,884    96.1   29,916.71    

19 年３月期 1,922    1,757    87.7   26,176.44    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

当社グループは、オンラインゲーム事業における、新規オンラインゲームのサービス開始や、海外での新規地域での

事業展開における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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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における当社グループのおかれる、インターネット業界におきましては、各国においてブ

ロードバンドの普及を背景に、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が増加し続けております。 

 （オンラインゲーム事業） 

 オンラインゲーム事業におきましては、当社グループでは、新規ゲームのコマーシャライズ（商業化＝アイテム課金

開始）がなかったものの、米国・韓国・欧州の連結子会社のオンラインゲームパブリッシングが順調に伸張し、会員数

の増加や売上高の増加となり、前連結会計年度に引き続き規模拡大に向けて当社グループの事業の牽引役となっており

ます。一方で、当社グループとの提携によるパブリッシングにおいては、台湾での売上高が伸び悩み、減少傾向に転じ

たことなどもあり、韓国開発会社のロイヤリティ収入による売上高は一部減収となりました。 

当第１四半期連結会計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、571,386 千円（前年同四半期比 550.7％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モニタリングサービスにつきましては、当第１四半期連結会計期間

におきまして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情報収集分析サービスにおきましても、

低価格サービスではありますが、導入件数が増加傾向にあり、事業全体としての売上高は堅調な推移となりました。 

当第１四半期連結会計期間のデータマイニング事業の売上高は、88,683 千円（前年同四半期比 8.7％増）となりました。

（コミュニティ・ソリューション事業） 

オンライン・コミュニティの運営受託やウェブサイトの構築・運営を受託する当該事業においては、国内子会社が中

心となって活動を行い、堅調に推移いたしました。 

当第１四半期連結会計期間のコミュニティ・ソリューション事業の売上高は、44,730 千円（前年同四半期比 1.1％増）

となりました。 

このような結果、売上高は 704,800 千円（前年同四半期比 230.0％増）となり、当社グループにおけるグループ企業

や事業の増加により大幅増収となりました。 

一方で、グループ規模の増加にともない、人件費や在外連結子会社の管理費用など、販売費及び一般管理費も増加した

ことから、営業損失 16,336 千円（前年同四半期営業損失 72,609 千円）、また、連結子会社の設立及び事業開始に向け

た費用が増加したことから、経常損失 35,447 千円（前年同四半期経常損失 107,363 千円）、連結四半期純損失 82,278

千円（前年同四半期四半期純損失 105,990 千円）となり、損失幅を縮小するに至りました。 

また、売上高におきましては、オンラインゲーム事業の構成比率が 81.1％（前年同四半期比 40 ポイント増）となり、

さらに海外売上高の構成比が 64.5％（前年同四半期比 32.1 ポイント増）となり、さらに所在地別では欧米地域の連結

子会社が売上高の約半分を構成するなど、グループの収益構造が、前連結会計年度に引き続き変動いたしました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて 49,122 千円増加し、1,929,965 千円と

なりました。 

主な増減は、流動資産では現金及び預金が 176,389 千円減少し、固定資産では、ソフトウェアが 207,309,130 千円増

加いたしました。純資産では新株予約権が 28,696 千円増加し、少数株主持分が 20,387 千円増加いたしました。 

 当第１四半期連結会計期間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 154,301

千円減少し、532,888 千円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因ついては以下のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金が 173,397 千円となりました。収入の主な内訳は減価償却費

55,736 千円や売上債権の減少 44,775 千円、株式報酬費用 28,692 千円、のれん償却額 22,766 千円であり、支出の主な

内訳は、税金等調整前四半期純損失 60,224 千円、法人税等の支払額 24,975 千円、賞与引当金の減少額 22,442 千円で

あります。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、366,214 千円の資金使用となり、これは主に固定資産の取得や子会社設立に

よるものであります。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、得られた資金が 23,927 千円となりました。これは新株発行によるものであ

ります。 
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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）

前第1四半期 

連結会計期間末  

 当第1四半期 

連結会計期間末  

 前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

 （平成18年6月30日）  （平成19年6月30日）   （平成19年3月31日） 
 

  構成比    構成比    構成比

  （ 資 産 の 部 ）   ％   ％   ％

Ⅰ 流動資産        

  1. 現金及び預金   1,110,851   466,289  642,678 

  2. 受取手形及び売掛金   79,454   190,344  203,481 

 3. 預け金  13,662  119,904  89,336 

 4. 繰延税金資産  －  －  136 

  5. その他 ※2 28,922   38,704  27,305 

   貸倒引当金   △4,510   △1,542  △1,903 

   流動資産合計   1,228,380  62.0 813,701 30.3 961,034 37.1

Ⅱ 固定資産       

  1. 有形固定資産 ※1    

   (1) 工具器具備品   60,794   158,259  137,617 

  (2) 建設仮勘定  －  13,699  － 

   (3) その他   8,625   26,102  27,772 

   有形固定資産合計   69,419 3.5  198,060 7.4 165,389 6.4

  2. 無形固定資産      

   (1) ソフトウェア   78,065   877,254  669,945 

  (2) 権利金  66,520  93,781  100,191 

  (3) 営業権  31,798  －  － 

   (4) 連結調整勘定   133,665   －  － 

   (5) のれん   －   483,506  505,337 

   (6) その他   11,897   3,973  3,986 

   無形固定資産合計   321,946  16.2 1,458,516 54.2 1,279,460 49.4

  3. 投資その他の資産      

   (1) 投資有価証券   302,685   78,335  73,855 

   (2) 敷金及び保証金   44,921   83,295  66,430 

  (3) 繰延税金資産  －  53,973  － 

   (4) その他   15,268   2,002  42,265 

    投資その他の資産合計   362,875  18.3 217,606 8.1 182,551 7.1

    固定資産合計   754,241 38.0 1,874,183 69.7 1,627,401 62.9

    資産合計   1,982,621  100.0 2,687,885 100.0 2,588,436 100.0
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         (単位：千円）

前第1四半期 

連結会計期間末  

 当第1四半期 

連結会計期間末  

 前連結会計年度の 

要約連結貸借対照表 

 （平成18年6月30日）  （平成19年6月30日）   （平成19年3月31日） 
 

  構成比    構成比    構成比

  （ 負 債 の 部 ）   ％  ％   ％

Ⅰ 流動負債          

 1. 買掛金   29,487  40,745  38,057 

 2. 短期借入金   －  232,718  219,585 

 3. 1年以内返済予定長期借入金   10,018  14,704  13,874 

 4. 未払金   40,109  209,113  217,002 

 5. 未払法人税等   1,253  1,359  6,212 

 6. 繰延税金負債  －  196  － 

 7. 賞与引当金   6,522  7,276  29,270 

 8. その他 ※2 44,696  182,821  133,142 

   流動負債合計   132,088 6.7 688,935 25.6 657,144 25.4

Ⅱ 固定負債        

  1. 長期借入金   29,987  18,380  20,811 

 2. 繰延税金負債   211  1,985  162 

 3. 退職給付引当金  6,398  34,023  24,508 

 4. 役員退職慰労引当金  5,158  14,595  4,966 

   固定負債合計   41,756  2.1 68,983 2.6 50,448 1.9

   負債合計   173,845 8.8 757,919 28.2 707,592 27.3

          

  （ 純 資 産 の 部 ）       

Ⅰ 株主資本     

  1. 資本金   1,199,873 60.5 1,243,796 46.3 1,229,959 47.5

 2. 資本剰余金  620,834 31.3 664,757 24.7 650,920 25.1

 3. 利益剰余金  △35,463 △1.8 △311,103 △11.6 △228,825 △8.8

 4. 自己株式  △188 △0.0 △188 △0.0 △188 △0.0

  株主資本合計  1,785,055 90.0 1,597,261 59.4 1,651,865 63.8

Ⅱ 評価・換算差額等    

  1. その他有価証券評価差額金   308 0.0 2,892 0.1 236 0.0

 2. 為替換算調整勘定  △1,804 △0.1 48,875 1.8 6,069 0.2

    評価・換算差額合計  △ 1,496 △0.1 51,768 1.9 6,305 0.2

Ⅳ 新株予約権  － － 110,230 4.1 81,537 3.2

Ⅲ 少数株主持分  25,216 1.3 170,704 6.4 141,134 5.5

     純資産合計  1,808,776 91.2 1,929,965 71.8 1,880,843 72.7

  負債及び純資産合計  1,982,621 100.0 2,687,885 100.0 2,588,436 100.0
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(2) 四半期連結損益計算書 
            (単位：千円）

 前第1四半期 
連結会計期間  

当第1四半期 
連結会計期間 

 前連結会計年度の 
要約連結損益計算書  

 自 平成18年4月 1日   自 平成19年4月 1日   自 平成18年4月 1日  

 至 平成18年6月30日   至 平成19年6月30日   至 平成19年3月31日  

  

 金 額  百分比 金 額  百分比   金 額  百分比

       ％     ％    ％

Ⅰ 売上高    213,600   100.0 704,800   100.0   1,682,991 100.0

       

Ⅱ 売上原価    76,949 36.0 150,435 21.3  416,592 24.8

  売上総利益   136,650  64.0 554,365 78.7  1,266,399 75.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  209,260 98.0  570,701 81.0  1,363,685 81.0

   営業損失  72,609   △34.0 16,336 △2.3  97,286 △5.8

         

Ⅳ 営業外収益     

  1. 受取利息  69  759  3,604 

  2. 講演料収入  15  －  － 

  3. 雑収入  0  85  0.0  257 1,016 0.1 921 4,526 0.3

          

Ⅴ 営業外費用     

  1. 支払利息       434  5,436  6,327 

 2. 新株発行費 3,646 －  － 

 3. 株式交付費 － 71  4,898 

 4. 為替差損 572 829  3,444 

 5. 子会社株式取得費用 － －  7,698 

 6. 子会社設立費用 740 13,594  13,182 

 7. 持分法による投資損失 29,131 －  63,571 

  8. その他   313 34,839 16.3 197 20,127 2.8 324 99,448 5.9

   経常損失  107,363 △50.3 35,447 △5.0  192,208 △11.4

          

Ⅵ 特別利益      

 1. 貸倒引当金戻入益 － 428  － 

  2. 固定資産売却益      － －  932 

  3. 投資有価証券売却益 －  －  1,480 

  4. 契約解除益  － －  5,848 

  5. その他    － － － 780 1,208 0.2 － 8,261 0.4

           

Ⅶ 特別損失      

  1. 固定資産除却損 ※2  1,621  －  14,015 

 2. 固定資産売却損 ※3 － 32  － 

  3. 投資有価証券評価損 － －  7,203 

 4. 減損損失 ※4 － －  41,500 

 5. 契約解除損失  4,297 －  50,652 

  6. その他       －  5,919  2.8  25,952 25,985 3.7 5,410 118,782 7.0

   
税金等調整前四半期
（当期）純損失 

 113,282 △53.1  60,224 △8.5  302,729 △18.0

   
法人税、住民税及び 
事業税 

  320 19,995   78,258 

  法人税等調整額 － 320 0.1 △9,941 10,054 1.5 △40,702 37,556 2.2

   
少数株主利益又は 
少数株主損失(△） 
  

  △7,612 3.6  11,999 △1.7  △40,934 2.4

   四半期（当期）純損失  105,990 △49.6  82,278 △11.7  299,351 △17.8
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(3) 四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前第１四半期連結会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30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 

当四半期の変動額      

新株の発行 189,122 189,122   378,244 

 四半期純損失   △105,990  △105,990 

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額(純額) 

     

当四半期の変動合計額(千円) 189,122 189,122 △105,990 － 272,254 

平成18年６月30日残高(千円) 1,199,873 620,834 △35,463 △188 1,785,055 

 

 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 

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 

当四半期の変動額      

新株の発行     378,244 

四半期純損失     △105,990 

株主資本以外の項目の当四半

期の変動額(純額) 
△5,245 △3,428 △8,673 △7,612 △16,286 

当四半期の変動合計額(千円) △5,245 △3,428 △8,673 △7,612 255,967 

平成18年６月30日残高(千円) 308 △1,804 △1,496 25,216 1,808,776 

 
 

当第１四半期連結会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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19年３月31日残高(千円) 1,229,959 650,920 △228,825 △188 1,651,865 

当四半期の変動額      

新株の発行 13,837 13,837   27,674 

四半期純損失   △82,278  △82,278 

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額(純額) 

     

当四半期の変動合計額(千円) 13,838 13,837 △82,278 － △54,602 

平成19年６月30日残高(千円) 1,243,796 664,757 △311,103 △188 1,597,261 

 

 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19年３月31日残高(千円) 236 6,069 6,305 81,537 141,134 1,880,843 

当四半期の変動額       

新株の発行      27,674 

四半期純損失      △82,278 

株主資本以外の項目の当四半期
の変動額(純額) 2,656 42,806 45,462 28,693 29,570 103,725 

当四半期の変動合計額(千円) 2,656 42,806 45,462 28,693 29,570 49,123 

平成19年６月30日残高(千円) 2,892 48,875 51,768 110,230 170,704 1,929,965 
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前連結会計年度 （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合計額
(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合計額
(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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(4) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 
          (単位：千円) 

 前第1四半期 
連結会計期間  

当第1四半期 
連結会計期間 

 前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書  

 自 平成18年4月 1日  自 平成19年4月 1日   自 平成18年4月 1日 
 至 平成18年6月30日  至 平成19年6月30日   至 平成19年3月31日 

  

 金 額  金 額  金 額  

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

 1. 税金等調整前四半期（当期）純損失  113,282  60,224  302,729  

 2. 減価償却費  20,992  55,736  153,424  

 3. 減損損失  － －  41,500

 4. 連結調整勘定償却  7,425  －  －  

 5. のれん償却  －  22,766  70,179  

 6. 賞与引当金の増加（△減少）額  △7,123  △22,442  15,529  

 7. 貸倒引当金の増加（△減少）額  3,806  △428  1,189  

 8. 退職給付引当金の増加額  2,438  7,895  15,281  

 9. 役員退職慰労引当金の増加額  784 9,153  408

 10. 株式報酬費用  － 28,692  126,236

 11. 受取利息及び受取配当金  △69 △759  △3,604

 12. 支払利息  434  5,436  6,327  

 13. 為替差損益  △1,000 △2,691  114

 14. 子会社設立費用  － －  13,182

 15. 新株発行費  3,646 －  －

 16. 株式交付費  － 71  4,898

 17. 投資有価証券評価損  －  －  7,203  

 18. 投資有価証券売却益  －  －  △1,480  

 20. 契約解除益  － －  △5,848

 21. 持分法による投資損失  29,131 －  63,571

 22. 固定資産売却益  － －  △932

 23. 固定資産売却損  － 32  －

 24. 固定資産除却損  1,564  －  14,015  

 25. 契約解除損失  － －  50,652

 26. 売上債権の減少（△増加）額  22,139  44,775  △94,904  

 27. 前受金の増加額  － －  63,109

 28. 仕入債務の増加（△減少）額  △13,019  △96  13,015  

 29. 未払消費税の増加（△減少）額  △8,234  3,899  －  

 30. その他  △13,546  113,156  49,200  

   小計  △63,911  204,974  273,509  

 31. 利息及び配当金の受取額  69  790  3,606  

 32. 利息の支払額  △434  △7,052  △4,168  

 33. 法人税等の還付額  2,453  61  3,605  

 34. 法人税等の支払額  △4,242  △24,975  △76,302  

  営業活動によるキャッシュ・フロー  △66,066  173,797  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  △24,444  △38,212  △147,426  

 2. 有形固定資産の売却による収入  － 671  4,403

 3. 無形固定資産の取得による支出  △8,634  △229,167  △387,232  

 4. 無形固定資の売却による収入  - 3,300  -

 5. 投資有価証券の取得による支出  △188,992  －  △461,710  

 6. 投資有価証券の売却による収入  －  －  222,828  

 7. 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出 
 － －  △56,312

 8. 子会社設立による支出  － △58,449  △13,182

 9. 保証金の支出  △12,084  △14,356  △14,191  

 10. 保証金の回収  7,905 －  9,124

 11. 長期前払費用の支出  △184  －  △3,814  

 12. 貸付による支出  △1,058  －  △151,075  

 13. 貸付金の回収による収入  －  －  152,686  

 14. その他投資の増減  － △30,000  －

  投資活動によるキャッシュ・フロー  △227,495  △366,214  △845,903  
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          (単位：千円) 

 前第1四半期 
連結会計期間  

当第1四半期 
連結会計期間 

 前連結会計年度の 
連結キャッシュ・ 

フロー計算書  

 自 平成18年4月 1日  自 平成19年4月 1日   自 平成18年4月 1日 
 至 平成18年6月30日  至 平成19年6月30日   至 平成19年3月31日 

  

 金 額  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  － △3,676  △6,866

 3. 株式の発行による収入  －  27,674  64,675  

 4. 株式の発行による支出  △401 △71  △4,898

 5. 少数株主からの払込による収入  － －  8,253

  財務活動によるキャッシュ・フロー  △401  23,927  △90,139  

        

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1,199  14,187  3,307  

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加(△減少)額  △295,162  △154,301  △732,486  

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,419,676  687,189  1,419,676  

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 1,124,514  532,888  687,189  
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(5) 四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な項目 

 

１． 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数７社 

会社名：㈱ガーラウェブ、㈱ガーラ総合研究所、㈱ガーラモバイル、AEONSOFT,INC.、NFLAVOR CORP.、GALA-NET,INC.

及びGALA NETWORKS EUROPE LTD. 

         なお、㈱ガーラモバイルは当連結会計年度に設立した子会社であります。 

 

２． 持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 

 

３． 連結子会社の四半期決算日等に関する事項 

すべての連結子会社の四半期決算日は、四半期連結決算日と一致しております。 

 

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 

同上 

 

(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 

車両運搬具    ４～６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。 

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 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。 
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(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。 

 

(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。 

 

５． 四半期連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

四半期連結キャッシュ・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。 

 

６．四半期連結財務諸表作成のための重要な事項の変更 

（有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当第１四半期連結会計期間より、平成19年度の法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有

形固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。これによる

損益に与える影響は軽微であります。 

 

 

 

 (6) セグメント情報 

１．事業の種類別セグメント情報 

前第１四半期連結会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30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。 
 

当第１四半期連結会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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。 
 

前連結会計年度 （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 

前第１四半期連結会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30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 125,796 57,382 30,421 213,600 － 213,600

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

13 34 12,298 12,346

 

(12,346) －

計 125,809 57,416 42,720 225,947 (12,346) 213,600

   営業費用 165,870 68,405 57,342 291,618 (5,409) 286,209

  営業損失 40,061 10,988 14,622 65,671 6,937  72,609

(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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当第１四半期連結会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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 194,675 300,226 42,185 167,712 704,800 － 704,800

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 

 

22,303 － － 96,331

 

118,635 

 

(118,635) －

計 216,979 300,206 42,185 264,044 823,436 (118,635) 704,800

営業費用 319,084 271,899 44,209 210,749 845,943 (124,806) 721,137

営業利益又は営業損失(△) △102,105 28,327 △2,203 53,294 △22,507 6,170  △16,336

(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。 

 

前連結会計年度 （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。 

 

３．海外売上高 

前第1四半期連結会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30日） 

 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 69,132

Ⅱ 連結売上高（千円） 213,600

Ⅲ 連結売上高に占める 

  海外売上高の割合（％） 
32.4

 

当第1四半期連結会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30日） 

 米国 欧州 アジア 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 300,226 42,185 112,385 454,798

Ⅱ 連結売上高（千円）  － － － 704,800

Ⅲ 連結売上高に占める 

   海外売上高の割合（％） 
42.5 5.9 15.9 64.5

(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。 
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前連結会計年度 （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（千円） 521,530 14,391 422,666 958,588

Ⅱ 連結売上高（千円）  － － － 1,682,991

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。 

 

 

(7) 販売の状況 
前年同四半期 

平成 19 年 3月期 
第 1四半期累計期間 

当四半期 
平成 20 年 3月期 

第 1四半期累計期間 

（参考）前期 
平成 19 年 3月期 

 
売上高内訳 

金  額 構成比 金  額 構成比 金  額 構成比

オンラインゲーム事業 
千円

87,804 
％

41.1
千円

571,386 
％ 

81.0 
千円

1,154,401 
％

68.6

データマイニング事業 81,571 38.2 88,683 12.6 334,608 19.9

コミュニティ・ソリューション事業 44,224 20.7 44,730 6.4 193,981 11.5

合  計 213,600 100.0 704,800 100.0 1,682,991 100.0

（注）上記の金額には消費税は含まれておりません。 
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(8) 注記事項 

 

( 四半期貸借対照表関係 ) 

前第１四半期連結会計期間 

(平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

89,797千円 

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

203,162千円

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

181,115千円

 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 

※２ 消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等

は相殺のうえ、流動負債の「その

他」に含めて表示しております。

※２  ――――――― 
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( 四半期連結損益計算書関係 ) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(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 

給与手当 43,608千円

役員報酬 24,291千円

支払手数料 16,400千円

賃借料 14,752千円

支払報酬 11,510千円

賞与引当金 
繰入額 

5,632千円

貸倒引当金 
繰入額 

3,782千円

退職給与引当金 
繰入額 

953千円

役員退職慰労 
引当金繰入額 

422千円

 
 

※１ 販売費及び一般管理費のうち

主なもの 

給料手当 127,878千円 

支払報酬  60,305千円 

役員報酬  54,144千円 

広告宣伝費  52,447千円 

支払手数料  40,359千円 

役員退職慰労 
引当金繰入額 

 5,626千円 

退職給付引当金 
繰入額 

 5,489千円 

賞与引当金 
繰入額 

5,427千円
 

※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 1,621千円

  
 

※２   ――――――― 

 

 

※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   ――――――― 

                         
 

※３ 固定資産売却損の内容 

工具器具備品 32千円
 

※３   ――――――― 

 

                                  

※４   ――――――― ※４   ――――――― ※４ 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 ) 

 

当第１四半期連結会計期間（自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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 
当第1四半期連結 

会計期間末 

普通株式(株) 64,422.3 435 － 64,857.3

 
（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。 

新株予約権の行使による増加    435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 
当第1四半期連結 

会計期間末 

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 

当第1四半期
連結会計年

度末 

当第1四半期
連結会計年
度末残高
（千円）

平成 14 年８月 
ストック・オプションとし
ての新株予約権 

― ― ― ― ―     ―

平成 15 年３月 
ストック・オプションとし
ての新株予約権 

― ― ― ― ―     ―

平成 15 年８月 
ストック・オプションとし
ての新株予約権 

― ― ― ― ―     ―

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 

― ― ― ― ― 95,058

連結子会社 ― ― ― ― ― ― 15,171

合計 ― ― ― ― 110,230

 
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。 

 
 
 

前連結会計年度（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
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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 

― ― ― ― ―     ―

平成 15 年３月 
ストック・オプションとし
ての新株予約権 

― ― ― ― ―     ―

平成 15 年８月 
ストック・オプションとし
ての新株予約権 

― ― ― ― ―     ―

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 3,000 ― 3,000 ― 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。 

 
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 ) 

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残

高と四半期連結貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

 

※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 1,110,851千円

預け金 13,662千円

現金及び現金同等物 1,124,514千円

 
 

現金及び預金勘定 466,289千円

預け金 119,904千円

計 586,193千円

拘束性のある預け金 53,305千円

現金及び現金同等物 532,888千円
 

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 
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 

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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（ 有価証券関係 ） 

(前第１四半期連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
四半期連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

株式 1 522 520

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 302,163

 

(当第１四半期連結会計期間) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
四半期連結貸借対照表 

計上額(千円) 
差額(千円) 

株式 1 347 345

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 四半期連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 77,988

 

(前連結会計年度) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

区分 取得原価(千円) 
連結貸借対照表 
計上額(千円) 

差額(千円) 

株式 1 254 252

２ 時価評価されていない主な有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額(千円) 

その他有価証券 

非上場株式 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 ） 

前第１四半期連結会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30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。 

 

当第１四半期連結会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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。 

 

前連結会計年度 （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。 
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（1株当たり情報） 

  

前第１四半期連結会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日) 

当第１四半期連結会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日) 

前連結会計年度 

(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  28,316円75銭 １株当たり純資産額  25,426円02銭 １株当たり純資産額  25,739円60銭 

１株当たり 

四半期純利益    △1,689円74銭 

１株当たり 

四半期純利益    △1,276円97銭 

１株当たり 

当期期純利益    △4,736円92銭

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益    －円 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期純利益    －円 

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益    －円 

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益は、１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。 
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(9) 近における四半期毎の業績の推移 

 
 平成 20 年３月期（連結） 

（単位：千円） 

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期 
 

19 年 4 月～19 年 6 月 19 年 7 月～19 年 9 月 19年 10月～19年 12月 20 年 1 月～20 年 3 月

売 上 高 704,800    

売 上 総 利 益 554,365    

営 業 利 益 △16,336    

経 常 利 益 △35,447    

税 金 等 調 整 前 四 半 期 純 利 益 △60,224    

四 半 期 純 利 益 △82,278    
 円 円 円 円

１株当たり四半期純利益 △1,276.97    

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 －    

総 資 産 2,687,885    

純 資 産 1,929,965    
 円 円 円 円

１ 株 当 た り 純 資 産 25,426.02    

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,797    

投資活動によるキャッシュ・フロー △366,214    

財務活動によるキャッシュ・フロー 23,927    

現金及び現金同等物四半期末残高 532,888    

(注)１ 当連結会計年度の第１四半期は、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。 

 

 
 平成 19 年３月期（連結） 

（単位：千円） 

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

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 － － － － 

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 

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四半期末残高 1,124,514 861,295 524,840 687,189 

(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。 
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４．四半期個別財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

           (単位：千円）

前第 1四半期 

 会計期間末  

 当第 1四半期 

 会計期間末  

 前事業年度の 

要約貸借対照表  

 （平成 18 年 6月 30 日）  （平成 19 年 6月 30 日）   （平成 19 年 3月 31 日） 
 

  構成比    構成比    構成比

  （ 資 産 の 部 ）   ％   ％   ％

Ⅰ 流動資産            

 1. 現金及び預金  963,164  233,958  317,850 

 2. 売掛金       41,458 86,132  96,061 

 3. 前払費用  4,307  7,230  5,812 

 4. 関係会社短期貸付金  114,185 100,000  146,854 

 5. その他 ※2 6,768  17,641  14,106 

  貸倒引当金        △250 △513  △573 

  流動資産合計  1,129,633  57.6  444,450 23.9 580,110 30.2

Ⅱ 固定資産     

 1. 有形固定資産 ※1   

  (1) 工具器具備品  34,323  47,324  46,239 

  (2) その他  8,625  6,044  6,263 

  有形固定資産合計  42,948  2.2  53,368 2.9 52,502 2.7

 2. 無形固定資産    

  (1) ソフトウェア  32,509  57,394  54,293 

  (2) 権利金  66,520 51,658  87,398 

  (3) その他  11,897  3,511  3,525 

  無形固定資産合計  110,926  5.7  112,564 6.1 145,217 7.6

 3. 投資その他の資産    

  (1) 投資有価証券  7,976  78,335  73,855 

  (2) 関係会社株式  624,052  1,139,861  1,039,861 

  (3) 保証金  29,279  29,279  29,279 

  (4) その他  15,268  2,002  1,223 

   投資その他の資産合計 676,576  34.5 1,249,478 67.1 1,144,220 59.5

   固定資産合計  830,451  42.4 1,415,412 76.1 1,341,940 69.8

   資産合計  1,960,085  100.0 1,859,862  100.0  1,922,051 100.0 
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         (単位：千円）

前第 1四半期 

 会計期間末  

 当第 1四半期 

 会計期間末  

 前事業年度の 

要約貸借対照表  

 （平成 18 年 6月 30 日）  （平成 19 年 6月 30 日）   （平成 19 年 3月 31 日） 
 

  構成比    構成比    構成比

  （ 負 債 の 部 ）   ％  ％   ％

Ⅰ 流動負債          

 1. 買掛金   21,161  47,127  48,585 

 2. 未払金   29,915  59,178  76,481 

 3. 未払法人税等   1,193  1,239  2,685 

 4. 賞与引当金   5,972  5,065  14,074 

 5. その他 ※2 17,296  33,039  22,455 

   流動負債合計   75,539  3.9  145,650 7.8 164,282 8.6

Ⅱ 固定負債      

  1. 繰延税金負債   211  1,985  162 

   固定負債合計   211  0.0  1,985 0.1 162 0.0

   負債合計   75,751  3.9  147,635 7.9 164,444 8.6

          

 （ 純 資 産 の 部 ）    

Ⅰ 株主資本    

 1 資本金  1,199,873 61.2 1,243,796 66.9 1,229,959 

 2 資本剰余金  620,834 31.7 664,757 35.7 650,920 

 3 利益剰余金  63,506 3.2 △294,089 △15.8 △194,613 

 4 自己株式  △188 △0.0 △188 △0.0 △188 

  株主資本合計  1,884,025 96.1 1,614,275 86.8 1,686,076 87.7

Ⅱ 評価・換算差額等    

 1 その他有価証券評価差額金  308 0.0 2,892  236 

    評価・換算差額合計  308 0.0 2,892 0.2 236 0.0

Ⅲ 新株予約権  － － 95,058 5.1 71,294 3.7

     純資産合計  1,884,334 96.1 1,712,227 92.1 1,757,607 91.4

  負債及び純資産合計  1,960,085 100.0 1,859,862 100.0 1,922,051 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

            (単位：千円）

前第 1四半期 

会計期間  

当第 1四半期 

会計期間 

 前事業年度の 

要約損益計算書  

 自 平成 18 年 4月 1 日   自 平成 19 年 4月 1 日   自 平成 18 年 4月 1 日  

 至 平成 18 年 6月 30 日   至 平成 19 年 6月 30 日   至 平成 19 年 3月 31 日  

  

 金 額  百分比 金 額  百分比   金 額  百分比

        ％     ％    ％

Ⅰ 売上高    103,790    100.0 169,824 100.0  567,943   100.0 

        

Ⅱ 売上原価    30,598  29.5  72,002 42.4  209,942 37.0

          

   売上総利益   73,191  70.5  97,822 57.6  358,001 63.0

          

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  110,446  106.4  205,333 120.9  592,646 104.3

          

  営業損失  37,255 △35.9 107,511 △63.3  234,645 △41.3

         

Ⅳ 営業外収益 ※2  1,048  1.0 8,374 4.9  9,994 1.8

          

Ⅴ 営業外費用 ※3  4,645  4.5 87 0.0  14,164 2.5

        

  経常損失  40,851 △39.4 99,224 △58.4  238,815 △42.0

        

Ⅵ 特別利益 ※4  99 0.1 60 0.0  － －

        

Ⅶ 特別損失 ※5  1,263  1.2  － －  60,314 10.7

  
税金等調整前四半期（当期）

純損失  
 42,015  △40.5  99,164 △58.4  299,129 △52.7

  法人税、住民税及び事業税    237  0.2  312 0.2   1,242 0.2

  四半期（当期）純損失   42,253  △40.7 99,476 △58.6  300,372 △52.9

  前期繰越利益   105,759    －

  四半期(当期)未処分利益   63,506   －
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

 

前第１四半期会計期間 （自  平成18年４月１日    至  平成18年６月30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

当四半期中の変動額  

 新株の発行 189,122 189,122  378,244

四半期純損失 △42,253  △42,253

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額(純額) 

 

当四半期中の変動額合計(千円) 189,122 189,122 △42,253 ― 335,991

平成18年6月30日残高(千円) 1,199,873 620,834 63,506 △188 1,884,025

 

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

当四半期中の変動額  

 新株の発行  378,244

 四半期純損失  △42,253

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額(純額) △5,245 △5,245  △5,245

当四半期中の変動額合計(千円) △5,245 △5,245  330,746

平成18年6月30日残高(千円) 308 308 ― 1,884,334

 
 

当第１四半期会計期間 （自  平成19年４月１日    至  平成19年６月30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19年3月31日残高(千円) 1,229,959 650,920 △194,613 △188 1,686,076

当四半期中の変動額  

新株の発行 13,837 13,837  27,674

四半期純損失 △99,476  △99,476

株主資本以外の項目の当四半期
中の変動額(純額) 

 

当四半期中の変動額合計(千円) 13,837 13,837 △99,476 ― △71,801

平成19年6月30日残高(千円) 1,243,796 664,757 △294,089 △188 1,614,275

 

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19年3月31日残高(千円) 236 236 71,294 1,553,588

事業年度中の変動額  

 新株の発行  27,674

 四半期純損失  △99,476

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額(純額) 2,656 2,656 ― 2,656

事業年度中の変動額合計(千円) 23,764 45,380

平成19年6月30日残高(千円) 2,892 2,892 95,058 1,712,227
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前事業年度 (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
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(4) 四半期財務諸表作成のための基本となる重要な項目 

1. 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 

同上 

 

(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。 

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。 

 

(4)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。 

 

(5)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。 

 

 

2. 四半期財務諸表作成のための重要な事項の変更 

 （有形固定資産の減価償却方法の変更） 

当第１四半期会計期間より、平成 19 年度の法人税法の改正に伴い、平成 19 年４月１日以降に取得した有形

固定資産については、改正法人税法に規定する償却方法により減価償却費を計上しております。これによる損

益に与える影響は軽微であります。 
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( 四半期貸借対照表関係 ) 

前第１四半期会計期間末 

(平成18年６月30日) 

当第１四半期会計期間末 

(平成19年６月30日) 

前事業年度 

(平成19年３月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 

 63,144千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 86,859千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

 82,416千円
 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動資産の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 

※２ 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び仮受消費税

等は相殺のうえ、流動負債の「そ

の他」に含めて表示しておりま

す。 

 

※２       ――――――― 

 

 

 

( 四半期損益計算書関係 ) 

項目 

前第１四半期会計期間 

(自 平成18年４月１日 

至 平成18年６月30日)

当第１四半期会計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年６月30日)

前事業年度 

(自 平成18年４月１日 

至 平成19年３月31日) 

※１ 減価償却実施額 

    有形固定資産 

    無形固定資産 

 

 

3,600千円

7,102千円

2,800千円

11,357千円

22,872千円

39,457千円

※２ 営業外収益の主要項目 

    受取利息 

 

108千円 1,194千円 3,613千円

    為替差益 －千円 2,768千円 3,349千円

     子会社業務受託等 

収入 

 

－千円 4,268千円 4,850千円

※３ 営業外費用の主要項目 

    新株発行費 

        株式交付費 

        為替差損 

子会社株式取得費用 

会社設立費用 

 

 

3,646千円

－

998千円

－

－

－

71,200千円

14千円

－

－

－

4,037千円

1,838千円

7,698千円

1,571千円

※４ 特別利益の主要項目 

貸倒引当金戻入益 

 

99千円 60千円 －

※５ 特別損失の主要項目 

    固定資産除却損 

固定資産減損損失 

        投資有価証券評価損 

 

1,263千円

－

－

－

－

－

11,610千円

41,500千円

7,203千円

 

 

（ 有価証券の時価等関係 ） 

前第 1四半期会計期間末（平成 18 年６月 30 日）、当第 1 四半期会計期間末（平成 19 年６月 30 日）及び前事業年度

末（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。 

 

 

（ デリバティブ取引関係 ） 

 前第１四半期会計期間、当第１四半期会計期間及び前事業年度に係る「デリバティブ取引」については、（四半期）

連結財務諸表における注記事項として記載しております。 

 

 


