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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 2,025 △2.0 162 △45.9 121 △57.3 59 △63.3
21年3月期第2四半期 2,065 ― 301 ― 284 ― 163 ―

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2四半期 594.60 574.73
21年3月期第2四半期 1,778.15 1,771.98

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2四半期 4,666 3,295 67.4 29,621.15
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2四半期  3,146百万円 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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素 を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予
想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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2四半期 106,230株 21年3月期  98,230株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―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2四半期 100,897株 21年3月期第2四半期 91,899株
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  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２四半期連結累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２四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２四半期連結累計期間の連結売上高は、2,025,447 千円（前年同四半期比2.0%減）となり、主に円高の影響や

日米における伸び悩みの結果、前期比減収となりました。 

また、今後の収益拡大に備えた人件費や販売促進費の増加等により、営業利益は 162,885 千円（前年同四半期比 

45.9%減）、経常利益 121,363 千円（前年同四半期比 57.3%減）、連結四半期純利益 59,993 千円（前年同四半期比 

63.3%減）となり、前期比減収となりました。 

 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 90.0％（前年同四半期比 1.6%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 73.5 ％（前年同四半期比 4.6%増）となり、うち欧州

地域の連結子会社の売上高の構成比が50.1%（前年同四半期比15.2%増）と初めて50%を超えるなど、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、当第２四半期連結会計期間において、「Rappelz」のトルコへの展開を開始いたしま

した。 

 また、パブリッシングの面では、当第２四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、今後の収益拡大のための投資を積極的に行いました。しかし、当第２四半期連結

会計期間は既存のタイトルから新規投資した大型タイトルが商業化を開始して収益に貢献するまでの間の過渡

期となっており、売上高に関しては僅かではありますが、減収となりました。 

      当第２四半期連結累計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、1,822,755 千円（前年同四半期比 0.2 ％

減）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た結果、当第２四半期連結会計

期間におきまして減収となりました。データマイニング事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、

144,643 千円（前年同四半期比 7.4 ％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２四半期連結累計期間の売上高は、58,048 千円（前年同四半期比 29.6％

減）となりました。 

  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第２四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761,517千円増加し、3,295,157千円と

なりました。 

 主な増減は、借入金の増加及び新株予約権の行使により現金及び預金が525,954千円増加し、短期借入金が70,331

千円、長期借入金が266,664千円増加いたしました。純資産では、資本金が311,151千円増加、資本剰余金が581,162

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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千円減少し、利益剰余金が952,307千円増加いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結累計期間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

676,550千円増加し、1,527,648千円となりました。 

 当第２四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209,321千円となりました。収入の主な内訳は税金等調整

前四半期純利益117,880千円や減価償却費138,056千円であり、支出の主な内訳は、法人税等の支払額121,699千円で

あります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、494,416千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937,349千円の資金獲得となりました。これは主に長期借入及び株式発行に

よる収入によるものであります。  

  

  

  第３四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大型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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 1,246,219 720,265

受取手形及び売掛金 198,817 188,060

預け金 298,029 141,644

その他 259,555 112,549

貸倒引当金 △1,998 △1,434

流動資産合計 2,000,622 1,161,086

固定資産   

有形固定資産 ※1  222,667 ※1  188,145

無形固定資産   

ソフトウエア 1,058,470 823,615

のれん 1,040,593 1,118,026

その他 193,043 57,326

無形固定資産合計 2,292,107 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 151,304 104,079

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 151,304 104,079

固定資産合計 2,666,079 2,291,194

資産合計 4,666,701 3,452,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 41,478 70,112

短期借入金 193,432 123,100

1年内返済予定の長期借入金 100,008 －

前受金 167,555 93,092

未払法人税等 39,836 94,855

決済キャンセル引当金 2,514 2,638

賞与引当金 56,113 13,822

その他 278,363 281,525

流動負債合計 879,300 679,147

固定負債   

長期借入金 166,656 －

退職給付引当金 71,780 43,489

役員退職慰労引当金 111,685 55,823

その他 142,121 140,180

固定負債合計 492,243 239,493

負債合計 1,371,544 918,641
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 2,171,582 1,860,431

資本剰余金 700,041 1,281,203

利益剰余金 623,749 △328,558

株主資本合計 3,495,372 2,813,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 78 66

為替換算調整勘定 △348,796 △397,495

評価・換算差額等合計 △348,717 △397,428

新株予約権 134,941 110,356

少数株主持分 13,561 7,635

純資産合計 3,295,157 2,533,639

負債純資産合計 4,666,701 3,452,280
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,065,955 2,025,447

売上原価 299,110 301,869

売上総利益 1,766,844 1,723,577

販売費及び一般管理費 ※1  1,465,708 ※1  1,560,692

営業利益 301,136 162,885

営業外収益   

受取利息 3,548 5,001

その他 699 656

営業外収益合計 4,248 5,658

営業外費用   

支払利息 8,095 10,560

株式交付費 9,329 －

為替差損 － 34,679

その他 3,440 1,940

営業外費用合計 20,865 47,180

経常利益 284,518 121,363

特別利益   

固定資産売却益 716 －

契約解除益 － 9,456

特別利益合計 716 9,456

特別損失   

固定資産除却損 228 349

持分変動損失 574 －

契約解除損失 － 12,588

特別損失合計 803 12,938

税金等調整前四半期純利益 284,431 117,880

法人税、住民税及び事業税 86,561 60,884

法人税等調整額 43,358 △8,290

法人税等合計 129,919 52,594

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8,898 5,292

四半期純利益 163,410 59,993
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,093,743 1,020,289

売上原価 156,611 171,817

売上総利益 937,131 848,471

販売費及び一般管理費 ※1  737,057 ※1  840,166

営業利益 200,073 8,304

営業外収益   

受取利息 2,051 2,714

その他 552 232

営業外収益合計 2,603 2,947

営業外費用   

支払利息 4,036 5,777

為替差損 5,131 18,363

その他 2,142 △79

営業外費用合計 11,311 24,060

経常利益又は経常損失（△） 191,366 △12,808

特別利益   

固定資産売却益 711 －

貸倒引当金戻入益 － 49

契約解除益 － 9,456

特別利益合計 711 9,506

特別損失   

固定資産除却損 228 140

契約解除損失 － △303

特別損失合計 228 △162

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

191,849 △3,139

法人税、住民税及び事業税 39,069 41,899

法人税等調整額 31,896 △12,302

法人税等合計 70,965 29,596

少数株主利益又は少数株主損失（△） △6,031 1,895

四半期純利益又は四半期純損失（△） 126,915 △34,631
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 284,431 117,880

減価償却費 149,339 138,056

のれん償却額 77,433 77,433

株式報酬費用 22,151 35,766

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,466 42,420

貸倒引当金の増減額（△は減少） 965 523

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,084 24,514

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 22,663 50,914

受取利息及び受取配当金 △69 △5,001

支払利息 8,095 10,560

株式交付費 9,329 －

有形固定資産売却損益（△は益） △716 －

有形固定資産除却損 228 144

無形固定資産除却損 － 204

持分変動損益（△は益） 574 －

契約解除益 － △9,456

契約解除損失 － 12,588

売上債権の増減額（△は増加） △130,862 △7,049

仕入債務の増減額（△は減少） 35,025 △34,501

前受金の増減額（△は減少） 83,879 77,938

その他 △152,511 △192,509

小計 434,509 340,429

利息及び配当金の受取額 1,673 4,547

利息の支払額 △15,106 △8,684

契約解除に伴う支出額 － △9,026

法人税等の還付額 249 3,755

法人税等の支払額 △90,116 △121,699

営業活動によるキャッシュ・フロー 331,208 209,321

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 △34,610 △79,477

有形固定資産の売却による収入 1,481 －

無形固定資産の取得による支出 △256,805 △373,552

差入保証金の差入による支出 △7,388 △36,129

差入保証金の回収による収入 11,312 504

長期前払費用の取得による支出 △1,275 △123

貸付けによる支出 △5,564 △6,237

貸付金の回収による収入 831 839

その他 △3,242 △239

投資活動によるキャッシュ・フロー △295,260 △494,416
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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） △14,997 60,000

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 △13,680 △33,336

リース債務の返済による支出 － △2,916

株式の発行による収入 679 618,822

株式の発行による支出 △9,329 －

新株予約権の買戻しによる支出 － △5,220

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 △34,984 937,349

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,284 24,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 7,248 676,550

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  524,419 ※1  1,527,648
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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２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

     当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

  

（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 
 211,865  360,834  421,722  99,320  1,093,743  －  1,093,743

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 65,970  64  －  233,586  299,621 （299,621）  －

計  277,835  360,899  421,722  332,907  1,393,365 （299,621）  1,093,743

営業利益又は営業損失

(△） 
 △38,098  8,330  110,062  107,380  187,674 12,399  200,073

  
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 
 153,136  239,054  519,054  109,044  1,020,289  －  1,020,289

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 2,062  56  －  195,358  197,477 （197,477）   －

計  155,198  239,111  519,054  304,402  1,217,766 （197,477）   1,020,289

営業利益又は営業損失

(△） 
 △117,162  △4,935  83,146  46,661  7,710 593   8,304

-11-

㈱ガーラ (4777) 平成22 年３月期 第２四半期決算短信



     前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

     当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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．会計処理の方法の変更 

      前第２四半期連結累計期間 

      「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２四半期累計期間の営業利益が韓国で284

千円増加しております。 

  
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 
 398,369  703,479  774,718  189,387  2,065,955  －  2,065,955

(2）セグメント間の内

部売上高又は振替

高 

 66,777  127  －  432,885  499,790 （499,790）  －

計  465,146  703,606  774,718  622,273  2,565,745 （499,790）  2,065,955

営業利益又は営業損失

(△） 
 △157,750  7,881  237,175  182,331  269,637 31,498  301,136

  
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 
 336,218  473,825  1,015,209  200,194  2,025,447  －  2,025,447

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 19,740  114  －  407,149  427,004 （427,004）   －

計  355,959  473,939  1,015,209  607,343  2,452,451 （427,004）   2,025,447

営業利益又は営業損失

(△） 
 △185,711  △55,280  233,338  173,222  165,569 △2,684   162,885
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９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。 

  

当社は、平成21年６月30日付で、資本準備金1,281,203千円のうち、892,313千円をその他資本剰余金に振り

替え、さらにその他資本剰余金から892,313千円を繰越利益剰余金に振り替え欠損補填しております。  

また、平成21年８月に、メリルリンチ日本証券株式会社との間で締結しているエクイティ・コミットメン

ト・ラインを使用し、同社による新株予約権行使により資金調達を行いました。この資金調達により、資本

金及び資本準備金がそれぞれ311,151千円増加しております。 

その結果、当第２四半期連結会計期間末において資本金が2,171,582千円、資本準備金が700,041千円、利益

剰余金が623,749千円となっています。 

  

〔海外売上高〕

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  360,809  391,157  129,886  881,852

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  1,093,743

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 33.0  35.8  11.9  80.6

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  239,054  519,054  109,043  867,152

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  1,020,289

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 23.4  50.9  10.7  85.0

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  703,428  721,095  243,011  1,667,535

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  2,065,955

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 34.0  34.9  11.8  80.7

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  473,825  1,015,209  200,194  1,689,228

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  2,025,447

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 23.4  50.1  9.9  83.4

（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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