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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 1,005 3.4 154 52.9 134 44.0 94 159.3
21年3月期第1四半期 972 ― 101 ― 93 ― 36 ―

1株当たり四半期純利益 潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 963.31 ―
21年3月期第1四半期 416.56 409.78

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

22年3月期第1四半期 4,019 2,705 63.9 26,127.31
21年3月期 3,452 2,533 70.0 24,591.75

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  2,566百万円 21年3月期  2,415百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 5,000 22.8 750 14.4 750 16.6 450 38.5 4,581.08



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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 98,230株 21年3月期  98,230株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 98,230株 21年3月期第1四半期 87,611株



  各国の景気対策の効果もあり底打ちの兆しがみられるものの、依然として米国に端を発した世界的な景気悪化の厳

しい状況が続いている中、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、昨今のブロードバンドのインフラ構築による高速ブロードバンド化のグローバル普及を背景にインターネ

ット利用者の上昇幅は縮小しているものの、引き続き増加しております。 

  

  当社グループはオンラインゲーム事業を中心としたグローバルなコミュニティ関連サービスの提供を行っており、

当第１四半期連結累計期間における業績の概況は以下のとおりであります。 

  

 当第１四半期連結累計期間の連結売上高は、1,005,158 千円（前年同四半期比3.4%増）となり、ライセンス地域拡

大等の結果、前期比増収となりました。 

  また、ウォン安に伴う売上総利益率の改善や販売費及び一般管理費の削減により、営業利益は 154,530 千円（前

年同四半期比 52.9%増）、経常利益 134,121 千円（前年同四半期比 44.0%増）、連結四半期純利益 94,625 千円

（前年同四半期比 159.3%増）となり、大幅に業績が改善いたしました。 

 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 89.5％（前年同四半期比 1.8%増）となり、さ

らに所在地別では欧米地域の連結子会社の売上高の構成比が 72.7 ％（前年同四半期比 3.5%増）となり、グループ

の収益構造は前連結会計年度に引き続き変動いたしました。  

  

    ①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、前連結会計年度に引き続き、当社グループ会社開発のゲームである

「Flyff Online」（フリフ オンライン）、「Rappelz」（ラペルズ）の新規地域（ポルトガル語圏、タイ）へ

のサービス提供を行い、オンラインゲーム総会員数および売上高の増加となり、とりわけ、中国における

「Flyff Online」の売上高が伸張し、グループ全体の売上高に貢献いたしました。 

また、パブリッシングの面では、当第1四半期連結会計期間において新しく他社開発の大型タイトルゲームの

ライセンス契約を締結し、そのうちGala Networks Europe Ltd.では「Dragonica」（ドラゴニカ）、Gala-Net 

Inc.では「Luna Online」（ルナ オンライン）の商業化を既に開始いたしました。これら新しくサービスを開

始したゲームは順調に会員数ならびに同時接続者数が増加しているものの、既存ゲームから移行するユーザー

も少なくないため、売上高に関しては横ばいとなりました。 

      当第１四半期連結累計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、899,260 千円（前年同四半期比 5.5 ％

増）となりました。 
  
    ②データマイニング事業 

      連結子会社㈱ガーラバズにおいて、インターネット全体を対象とした広範囲なデータの収集・分析により、

企業に対して有益なマーケティング情報やリスク情報を収集し、報告するモニタリングサービス「e-マイニン

グ」を提供しております。当サービスにつきましては、景気減速の影響を受けつつも、当第１四半期連結会計

期間におきまして堅調に推移いたしました。データマイニング事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は、

73,324 千円（前年同四半期比 5.4 ％減）となりました。 
  
       ③コミュニティ・ソリューション事業 

      連結子会社㈱ガーラウェブにおいて、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

受託するサービスを提供していますが、景気減速の影響によるコミュニティ受託の終了などを受けて、コミュ

ニティ・ソリューション事業の当第１四半期連結累計期間の売上高は、32,573 千円（前年同四半期比 23.6％

減）となりました。 

    

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 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171,363千円増加し、2,705,003千円と

なりました。 

 主な増減は、借入金の増加により現金及び預金が192,259千円増加し、長期借入金が191,658千円増加いたしまし

た。純資産では、資本剰余金が892,313千円減少し、利益剰余金が986,939千円増加いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結累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

213,697千円増加し、1,064,795千円となりました。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第１四半期連結累計期間の各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因に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143,778千円となりました。収入の主な内訳は税金等調整

前四半期純利益121,020千円や減価償却費61,371千円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額42,942千円であ

ります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、286,895千円の資金使用となり、これは主に固定資産の取得によるもので

あります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは329,818千円の資金獲得となりました。これは主に短期借入及び長期借入に

よる収入によるものであります。  

  

  

  

 業績は順調に推移しておりますが、当事業年度第２四半期以降に正式有料化サービスを予定しております新規タイ

トルの業績への貢献を見極める必要があるため、平成21年５月14日の決算短信にて発表いたしました業績予想から変

更はありません。 

  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 適用した簡便な会計処理のうち重要なものはありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 912,524 720,265

受取手形及び売掛金 170,780 188,060

預け金 164,888 141,644

その他 242,825 112,549

貸倒引当金 △2,126 △1,434

流動資産合計 1,488,892 1,161,086

固定資産   

有形固定資産 ※1  210,940 ※1  188,145

無形固定資産   

ソフトウエア 948,231 823,615

のれん 1,079,309 1,118,026

その他 171,562 57,326

無形固定資産合計 2,199,103 1,998,969

投資その他の資産   

破産更生債権等 155,000 155,000

その他 120,496 104,079

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 120,496 104,079

固定資産合計 2,530,540 2,291,194

資産合計 4,019,432 3,452,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 93,598 70,112

短期借入金 171,155 123,100

1年内返済予定の長期借入金 100,008 －

前受金 145,834 93,092

未払法人税等 74,340 94,855

決済キャンセル引当金 2,484 2,638

賞与引当金 16,263 13,822

その他 247,022 281,525

流動負債合計 850,707 679,147

固定負債   

長期借入金 191,658 －

退職給付引当金 56,285 43,489

役員退職慰労引当金 65,892 55,823

その他 149,884 140,180

固定負債合計 463,720 239,493

負債合計 1,314,428 918,641
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,860,431 1,860,431

資本剰余金 388,890 1,281,203

利益剰余金 658,380 △328,558

株主資本合計 2,907,702 2,813,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 74 66

為替換算調整勘定 △341,291 △397,495

評価・換算差額等合計 △341,216 △397,428

新株予約権 127,057 110,356

少数株主持分 11,460 7,635

純資産合計 2,705,003 2,533,639

負債純資産合計 4,019,432 3,452,280
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 972,211 1,005,158

売上原価 142,499 130,051

売上総利益 829,712 875,106

販売費及び一般管理費 ※1  728,650 ※1  720,575

営業利益 101,062 154,530

営業外収益   

受取利息 1,497 2,286

為替差益 4,237 －

その他 146 423

営業外収益合計 5,881 2,710

営業外費用   

支払利息 4,058 4,783

株式交付費 9,329 －

為替差損 － 16,316

その他 403 2,019

営業外費用合計 13,791 23,119

経常利益 93,152 134,121

特別利益   

固定資産売却益 4 －

特別利益合計 4 －

特別損失   

固定資産売却損 － 208

持分変動損失 574 －

契約解除損失 － 12,891

特別損失合計 574 13,100

税金等調整前四半期純利益 92,582 121,020

法人税、住民税及び事業税 47,491 18,985

法人税等調整額 11,461 4,012

法人税等合計 58,953 22,997

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,866 3,397

四半期純利益 36,495 94,625
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 92,582 121,020

減価償却費 71,334 61,371

のれん償却額 38,716 38,716

賞与引当金の増減額（△は減少） △7,912 2,572

貸倒引当金の増減額（△は減少） 274 650

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,151 10,083

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,628 6,502

株式報酬費用 6,876 17,100

受取利息及び受取配当金 △1,497 △2,286

支払利息 4,058 4,783

株式交付費 9,329 －

持分変動損益（△は益） 574 －

有形固定資産売却損益（△は益） △4 －

無形固定資産売却損益（△は益） － 208

売上債権の増減額（△は増加） △29,126 22,980

仕入債務の増減額（△は減少） 29,714 23,383

前受金の増減額（△は減少） 51,962 36,220

その他 △63,963 △155,271

小計 216,698 188,038

利息及び配当金の受取額 131 994

利息の支払額 △5,574 △2,312

法人税等の還付額 250 －

法人税等の支払額 △61,077 △42,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 150,428 143,778

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △30,140 △35,530

有形固定資産の売却による収入 77 －

無形固定資産の取得による支出 △104,870 △234,244

差入保証金の差入による支出 △309 △15,337

差入保証金の回収による収入 11,145 502

長期前払費用の取得による支出 △611 △120

貸付けによる支出 △2,573 △2,163

貸付金の回収による収入 617 －

その他 △3,263 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,928 △286,895
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（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 2,534 39,239

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △6,867 △9,420

株式の発行による収入 679 －

株式の発行による支出 △9,329 －

少数株主からの払込みによる収入 2,343 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △10,639 329,818

現金及び現金同等物に係る換算差額 18,217 26,996

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 28,078 213,697

現金及び現金同等物の期首残高 517,171 851,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  545,250 ※1  1,064,795
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 該当事項はありません。 

  

 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。 

  

  

     前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

（注）１．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。 

２.「連結財務諸表作成における在外子会社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 

   ５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要な修正を行って 

   おります。これに伴い従来の方法によった場合に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益が韓国 

   4,667千円減少しております。 

  

           当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

 （注）１．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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
欧州 

（千円） 
韓国 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 186,503  342,644  352,995  90,067  972,211  ―  972,211

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 807  62  ―  199,298  200,168 (△200,168)  ―

計  187,311  342,707  352,995  289,365  1,172,380 (△200,168)  972,211

営業利益又は営業損失

(△） 
 △119,651  △448  127,112  74,950  81,962 19,099    101,062

  
日本 

（千円） 
米国 

（千円） 
欧州 

（千円） 
韓国 

（千円） 
計 

（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高                                          

(1）外部顧客に対する売

上高 
 183,082  234,770  496,154  91,150  1,005,158 ―  1,005,158

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 17,678  58 ―  211,791  229,527 (△229,527) ― 

計  200,760  234,828  496,154  302,941  1,234,685 (△229,527)  1,005,158

営業利益又は営業損失

(△） 
 △68,549 △50,344 150,191  126,561  157,858 △3,328   154,530
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前第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日） 

   （注）１．国又は地域は、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)アジア他・・・・・韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・タイ・チリ 

         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。             

      当第１四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年６月30日） 

     （注） １．国又は地域は、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)アジア他・・・・・韓国・中国・台湾・香港・フィリピン・タイ・チリ 

         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。 

  

  

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 342,619 352,995 90,067  785,683

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  972,211

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 35.2  33.9  11.6  80.8

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 234,770 496,154  91,150  822,075

Ⅱ 連結売上高(千円）  －  －  － 1,005,158 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
23.4 49.4 9.1 81.8 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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該当事項はありません。 

  

  

６．その他の情報
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