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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 3,140 2.0 296 △43.1 250 △50.5 137 △53.2
21年3月期第3四半期 3,077 ― 519 ― 504 ― 294 ―

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3四半期 1,352.71 1,338.85
21年3月期第3四半期 3,131.66 3,091.74

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3四半期 4,601 3,417 70.6 30,574.01
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3四半期  3,247百万円 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 101,787株 21年3月期第3四半期 94,017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３四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３四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３四半期連結累計期間の連結売上高は、3,140,087 千円（前年同四半期比2.0%増）となり、日米は伸び悩んだ

ものの、欧州で引き続き好調を維持したことから前期比増収となりました。 

また、主に欧州地域における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 296,084 千

円（前年同四半期比 43.1%減）、経常利益 250,036 千円（前年同四半期比 50.5%減）、連結四半期純利益 137,689 

千円（前年同四半期比 53.2%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 90.5％（前年同四半期比 1.9%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 76.2 ％（前年同四半期比 8.1%増）となるなど、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）のサービス提供を行い、当第３四半期連

結会計期間において、「Rappelz」のポーランド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３四半期連結会計期間においても、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うとともに、当第４四半期連結会

計期間に投入予定である大型タイトルの準備を行いました。当第３四半期連結会計期間は日米での競争激化に

よる伸び悩みの状況が続いたものの、欧州地域で引き続き好調を維持したことに加え、新規進出したトルコや

ポーランドの売上も徐々に寄与し始めた結果、売上高に関しては前期比増収となりました。 

      当第３四半期連結累計期間のオンラインゲーム事業の売上高は、2,841,529 千円（前年同四半期比 4.2 ％

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３四半期連結会計

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３四半期連結累計期間の売上高は、

218,331 千円（前年同四半期比 5.5 ％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３四半期連結累計期間の売上高は、80,226 千円（前年同四半期比 33.0％

減）となりました。 

  

  

  

  

①資産、負債及び純資産の状況  

 当第３四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883,389千円増加し、3,417,029千円と

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324,749千円増加し、長期借入金が149,988

千円増加いたしました。また、他社大型タイトルの取得等の積極的なライセンス投資を行った結果、ソフトウェアが

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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291,537千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581,162千円減少し、利益剰

余金が1,030,002千円増加いたしました。 

②キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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

193,916千円増加し、1,045,015千円となりました。 

 当第３四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306,668千円となりました。収入の主な内訳は税金等調整

前四半期純利益246,246千円や減価償却費211,971千円や前受金の増加41,455千円、のれん償却額116,149千円であ

り、支出の主な内訳は、法人税等の支払額212,931千円及び役員退職慰労引当金の減少60,349千円であります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、915,384千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780,487千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３四半期累計期間における業績は、当第３四半期会計期間に投入予定であった大型タイトルの正式有料化サービ

スが当第４四半期会計期間に変更となったため、当初予想をやや下回り推移しておりますが、当第４四半期会計期間

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、現時点にお

いて、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。業績予想の変更が生じた

場合には速やかに開示させていただきます。 

  

  

 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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 1,045,015 720,265

受取手形及び売掛金 176,863 188,060

預け金 36,955 141,644

その他 322,550 112,549

貸倒引当金 △2,300 △1,434

流動資産合計 1,579,085 1,161,086

固定資産   

有形固定資産 281,062 188,145

無形固定資産   

ソフトウエア 1,115,153 823,615

のれん 1,001,876 1,118,026

その他 353,361 57,326

無形固定資産合計 2,470,391 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 271,071 104,079

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 271,071 104,079

固定資産合計 3,022,526 2,291,194

資産合計 4,601,611 3,452,280

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 62,085 70,112

短期借入金 54,834 123,100

1年内返済予定の長期借入金 100,008 －

前受金 139,950 93,092

未払法人税等 14,474 94,855

決済キャンセル引当金 2,597 2,638

賞与引当金 50,988 13,822

その他 399,046 281,525

流動負債合計 823,984 679,147

固定負債   

長期借入金 149,988 －

退職給付引当金 70,548 43,489

役員退職慰労引当金 － 55,823

その他 140,060 140,180

固定負債合計 360,597 239,493

負債合計 1,184,581 918,641
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 701,444 △328,558

株主資本合計 3,573,067 2,813,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 816 66

為替換算調整勘定 △326,007 △397,495

評価・換算差額等合計 △325,191 △397,428

新株予約権 154,136 110,356

少数株主持分 15,017 7,635

純資産合計 3,417,029 2,533,639

負債純資産合計 4,601,611 3,452,280
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 3,077,019 3,140,087

売上原価 429,547 482,580

売上総利益 2,647,471 2,657,506

販売費及び一般管理費 2,127,568 2,361,421

営業利益 519,903 296,084

営業外収益   

受取利息 5,329 8,044

その他 11,377 815

営業外収益合計 16,707 8,860

営業外費用   

支払利息 10,941 15,899

為替差損 8,841 36,099

株式交付費 9,329 －

その他 2,819 2,908

営業外費用合計 31,932 54,908

経常利益 504,678 250,036

特別利益   

固定資産売却益 644 56

契約解除益 26,761 9,479

特別利益合計 27,406 9,535

特別損失   

固定資産除却損 227 418

減損損失 26,028 －

契約解除損失 － 12,907

持分変動損失 574 －

訴訟和解金 13,789 －

特別損失合計 40,619 13,325

税金等調整前四半期純利益 491,465 246,246

法人税、住民税及び事業税 153,329 107,186

法人税等調整額 46,041 △5,050

法人税等合計 199,371 102,135

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,335 6,421

四半期純利益 294,429 137,689
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 1,011,063 1,114,639

売上原価 130,436 180,711

売上総利益 880,626 933,928

販売費及び一般管理費 661,859 834,613

営業利益 218,767 99,315

営業外収益   

受取利息 1,780 3,042

その他 10,678 159

営業外収益合計 12,459 3,202

営業外費用   

支払利息 2,846 5,339

為替差損 7,947 1,419

その他 272 968

営業外費用合計 11,066 7,727

経常利益 220,160 94,789

特別利益   

固定資産売却益 △72 56

契約解除益 26,761 23

役員退職慰労引当金戻入額 － 33,883

特別利益合計 26,689 33,963

特別損失   

固定資産除却損 △1 68

減損損失 26,028 －

契約解除損失 － 318

訴訟和解金 13,789 －

特別損失合計 39,815 387

税金等調整前四半期純利益 207,033 128,365

法人税、住民税及び事業税 66,768 46,301

法人税等調整額 2,683 3,240

法人税等合計 69,452 49,541

少数株主利益 6,562 1,129

四半期純利益 131,018 77,695
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 491,465 246,246

減価償却費 214,606 211,971

減損損失 26,028 －

のれん償却額 116,149 116,149

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,206 36,440

貸倒引当金の増減額（△は減少） 352 773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,215 21,723

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 28,150 △60,349

株式報酬費用 37,117 54,211

受取利息及び受取配当金 △5,329 △8,044

支払利息 10,941 15,899

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） △644 △56

有形固定資産除却損 227 217

無形固定資産除却損 － 200

契約解除益 △26,761 △9,479

契約解除損失 － 12,907

訴訟和解金 13,789 －

売上債権の増減額（△は増加） △121,565 21,055

仕入債務の増減額（△は減少） △20,394 △8,198

前受金の増減額（△は減少） 83,972 41,455

その他 2,696 △157,575

小計 874,127 535,549

利息及び配当金の受取額 5,059 7,906

利息の支払額 △9,414 △16,793

契約解除に伴う支出額 － △12,587

訴訟和解金の支払額 △13,789 －

法人税等の還付額 231 5,524

法人税等の支払額 △162,204 △212,931

営業活動によるキャッシュ・フロー 694,009 306,668
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

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 △64,471 △152,136

有形固定資産の売却による収入 1,338 257

無形固定資産の取得による支出 △354,803 △595,329

投資有価証券の取得による支出 － △122,245

差入保証金の差入による支出 △8,066 △37,818

差入保証金の回収による収入 10,963 504

長期前払費用の取得による支出 △2,413 △337

貸付けによる支出 △9,597 △8,603

貸付金の回収による収入 849 1,247

その他 △2,914 △922

投資活動によるキャッシュ・フロー △429,114 △915,384

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） － △78,248

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 △12,680 △50,004

リース債務の返済による支出 － △4,862

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 △18,987 780,487

現金及び現金同等物に係る換算差額 △105,011 22,146

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 140,896 193,916

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 658,068 1,045,015
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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３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

     当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31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 
 210,044  288,408  415,752  96,858  1,011,063  ―  1,011,063

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 61,761  57  ―  214,224  276,043 △276,043  ―

計  271,805  288,465  415,752  311,083  1,287,107 △276,043  1,011,063

営業利益又は営業損失

(△） 
 △57,979  24,564  108,487  135,995  211,067 7,700  218,767

  
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 
 164,375  259,518  589,433  101,312  1,114,639  ―  1,114,639

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 15,278  53  ―  220,984  236,316 △236,316  ―

計  179,653  259,572  589,433  322,297  1,350,956 △236,316  1,114,639

営業利益又は営業損失

(△） 
 △84,820  11,913  80,356  90,266  97,715 1,599  99,315

-11-

㈱ガーラ(4777)平成22年３月期 第３四半期決算短信



     前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

     当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間  

           「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、前第３四半期連結累計期間の営業利益が韓国で

4,025千円減少しております。 

  

前第３四半期連結会計期間（自 平成20年10月１日 至 平成20年12月31日） 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年10月１日 至 平成21年12月31日） 

  

  
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 
 608,413  991,887  1,190,471  286,246  3,077,019  ―  3,077,019

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 128,538  185  ―  647,109  775,833 △775,833  ―

計  736,952  992,072  1,190,471  933,356  3,852,853 △775,833  3,077,019

営業利益又は営業損失

(△） 
 △215,730  32,445  345,662  318,327  480,704 39,198  519,903

  
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 
 500,594  733,343  1,604,642  301,506  3,140,087  ―  3,140,087

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 35,018  168  ―  628,134  663,321 △663,321  ―

計  535,612  733,512  1,604,642  929,640  3,803,408 △663,321  3,140,087

営業利益又は営業損失

(△） 
 △270,532  △43,366  313,695  297,373  297,169 △1,084  296,084

〔海外売上高〕

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  288,384  382,610  130,000  800,996

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  1,011,063

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 28.5  37.8  12.8  79.2

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  259,518  633,968  56,777  950,264

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  1,114,639

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 23.3  56.9  5.1  85.3
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前第３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

  

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  991,813  1,103,705  373,012  2,468,531

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  3,077,019

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 32.2  35.8  12.1  80.2

  米国 欧州 アジア他 計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  733,343  1,649,177  256,971  2,639,492

Ⅱ 連結売上高(千円）  ―  ―  ―  3,140,087

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合 

（％） 
 23.4  52.5  8.2  84.1

（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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