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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 2,242 10.7 △79 ― △98 ― △420 ―
22年3月期第2四半期 2,025 △2.0 162 △45.9 121 △57.3 59 △63.3

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

23年3月期第2四半期 △3,957.77 ―
22年3月期第2四半期 594.60 574.73

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

23年3月期第2四半期 4,417 2,795 59.5 24,758.07
22年3月期 4,872 3,446 66.9 30,673.01

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  2,630百万円 22年3月期  3,258百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 4,800 13.0 43 △87.0 18 △93.5 △317 ― △2,992.09



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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、Ｐ．３[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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２ その他の情報」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期2Q 106,230株 22年3月期  106,230株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  ―株 22年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 106,230株 22年3月期2Q 100,897株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業業績が一部で回復基調となったものの依然として個

人消費回復の足取りは鈍く、円高・株安・雇用不安等、先行きはなお不透明な状態にあるといえます。 

このような状況のもと、当社グループが事業展開しております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、オンラインゲームやＳＮＳなど

のコミュニティの利用者が増加し続けており、利用者の情報発信も増加し続けております。 

また、オンラインゲーム業界では、提供タイトルや提供地域が増加し続けており、市場が増加する一方、タイ

トル提供企業によるユーザー獲得競争も激しさを増してきております。 
  

 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売上高は 2,242,943千円（前年同四半期比 10.7％増）となり、円高の影響を受け

たものの米国及び韓国子会社の売上高が伸長し増収となりました。 

また、韓国子会社での今後の収益拡大に向けた人件費や販売促進のための広告費用の増加等により販売費及び

一般管理費は増加し、営業損失 79,602千円（前年同四半期営業利益 162,885千円）、経常損失 98,992千円

（前年同四半期経常利益 121,363千円）、連結四半期純損失 420,434千円（前年同四半期純利益 59,993千円）

となりました。 

       

①オンラインゲーム事業 

 当社連結子会社Gala-Net Inc.（米国）においては、当第２四半期連結累計期間に「Aika Online」の商

業化を開始し、徐々にではありますが売上高に貢献してきております。 

なお、当第２四半期連結累計期間にゲームポータルサイト「gPotato」の登録会員数が800万人を突破（平

成22年７月３日）しております。 

 当社連結子会社㈱ガーラジャパン（日本）においては、当第２四半期連結累計期間に「Flyff Online」

及び「Iris Online」の商業化を開始し、システムトラブルやアカウントハッキングの影響を受けたもの

の、売上高は前年同四半期と比べて大幅に増加いたしました。 

 当社連結子会社Gala Networks Europe Ltd.（欧州）においては、当第２四半期連結累計期間にゲームポ

ータルサイト「gPotato.eu」の登録会員数が500万人を突破（平成22年８月８日）いたしました。また、グ

ループの「gPotato」ブランド戦略の一環として、ゲームポータルサイトの改善や高機能化を実施すべく、

韓国に海外事務所を設立する準備を引き続き行うなど、欧州だけではなく、グループ全体の成長に向けて

体制を整えました。 

 当社連結子会社Gala Lab Corp.（韓国）においては、当第２四半期連結累計期間に運営を開始したゲー

ムポータルサイト「gPotato.kr」による売上高は順調に推移してきております。なお、自社開発タイトル

「iL:Soulbringer」を商業化いたしました。 

 これらの結果、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、2,017,586千円（前年同

四半期比10.7％増）となりました。  

②その他事業 

 当社連結子会社㈱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。 

 また、当社連結子会社㈱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おります。 

 その他事業の当第２四半期連結累計期間の売上高は、225,356千円（前年同四半期比11.1％増）となりま

した。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

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650,560千円減少し、

2,795,709千円となりました。 

 主な増減は、資産では韓国子会社Aeonsoft Inc.とnFlavor Corp.の合併において、nFlavor Corp.を完全

子会社化したことに伴いのれんが 82,061千円増加し、ソフトウェアが自社開発ゲーム「Airmatch」の開発

中止に伴い減損損失を計上したことにより 203,174千円減少いたしました。負債では短期借入金が 

179,700千円増加し、純資産では米国における欧州居住者向け仮想通貨販売収入にかかる過年度外国付加価

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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値税計上の影響などにより、四半期純損失を 420,434千円計上したため利益剰余金が 420,434千円減少

し、また、為替換算調整勘定が 196,531千円減少いたしました。 

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 252,510千円減少し、589,046千円となりました。 

 当第２四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 354,357千円となりました。これは、税金等調

整前四半期純損失 413,974千円や法人税等の支払額 66,951千円等の支出を計上したものの、減損損失 

210,688千円や減価償却費 209,057千円、のれん償却額 89,013千円、前受金の増加 61,247千円等の収入が

上回ったためであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、697,619千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126,134千円の資金獲得となりました。これは主に短期借入による

収入によるものであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の業績を踏まえ業績予想の見直しを行った結果、平成22年５月13日に公表いたし

ました通期の連結業績予想を修正いたしました。 

詳細につきましては、本日（平成22年11月11日）に別途開示いたしました「通期業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。  

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

  該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  該当事項はありません。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①連結の範囲に関する事項の変更 

 (1)連結の範囲の変更 

 第１四半期連結会計期間において、連結子会社Aeonsoft Inc.を存続会社、連結子会社nFlavor Corp. を

消滅会社とする吸収合併を実施いたしました。その結果、nFlavor Corp.を連結の範囲から除外しておりま

す。 

なお、Aeonsoft Inc.はGala Lab Corp.に商号変更しております。  

また、当第２四半期連結会計期間に設立いたしましたGala-Net Brazil Ltd. は、連結財務諸表に重要な影

響を及ぼさないため連結の範囲から除外しております。 

 (2)変更後の連結子会社数 

    ６社 

②「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月

31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31

日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失がそれぞれ285千円増加し、税金等調整前四

半期純損失が2,268千円増加しております。 

③「企業結合に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26

日）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）、「『研究開発費等

に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離等に関する会計基

準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平

２．その他の情報

3



成20年12月26日）「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指

針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

 ④表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づき財務諸表等規則

の一部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用に伴い、当第２四半期連結累計期

間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  該当事項はありません。  
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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）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 589,046 841,553

受取手形及び売掛金 217,420 231,583

預け金 18,912 18,590

その他 379,176 493,648

貸倒引当金 △1,211 △1,779

流動資産合計 1,203,344 1,583,596

固定資産   

有形固定資産 340,413 277,357

無形固定資産   

ソフトウエア 1,038,345 1,241,520

のれん 1,075,485 993,424

その他 409,013 462,184

無形固定資産合計 2,522,844 2,697,129

投資その他の資産   

破産更生債権等 155,000 155,000

その他 350,665 314,440

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 350,665 314,440

固定資産合計 3,213,923 3,288,927

資産合計 4,417,268 4,872,523

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 61,488 137,384

短期借入金 392,900 213,200

1年内返済予定の長期借入金 100,008 100,008

前受金 227,857 183,689

未払法人税等 15,976 32,097

決済キャンセル引当金 2,216 2,639

賞与引当金 23,466 34,665

その他 544,908 403,291

流動負債合計 1,368,821 1,106,976

固定負債   

長期借入金 66,648 116,652

退職給付引当金 51,714 84,121

その他 134,375 118,504

固定負債合計 252,737 319,278

負債合計 1,621,559 1,426,254
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,171,582 2,171,582

資本剰余金 700,041 700,041

利益剰余金 265,031 685,465

株主資本合計 3,136,654 3,557,089

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △7,381 3,995

為替換算調整勘定 △499,223 △302,691

評価・換算差額等合計 △506,605 △298,695

新株予約権 165,659 171,845

少数株主持分 － 16,030

純資産合計 2,795,709 3,446,269

負債純資産合計 4,417,268 4,872,523
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 2,025,447 2,242,943

売上原価 301,869 495,731

売上総利益 1,723,577 1,747,212

販売費及び一般管理費 1,560,692 1,826,814

営業利益又は営業損失（△） 162,885 △79,602

営業外収益   

受取利息 5,001 2,302

その他 656 880

営業外収益合計 5,658 3,183

営業外費用   

支払利息 10,560 8,081

為替差損 34,679 14,158

その他 1,940 333

営業外費用合計 47,180 22,573

経常利益又は経常損失（△） 121,363 △98,992

特別利益   

固定資産売却益 － 188

契約解除益 9,456 2,599

新株予約権戻入益 － 33,336

その他 － 545

特別利益合計 9,456 36,668

特別損失   

固定資産売却損 － 1,748

固定資産除却損 349 6,311

契約解除損失 12,588 －

減損損失 － 210,688

過年度外国付加価値税 － 130,919

その他 － 1,983

特別損失合計 12,938 351,650

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（△）

117,880 △413,974

法人税、住民税及び事業税 60,884 59,090

法人税等調整額 △8,290 △52,630

法人税等合計 52,594 6,460

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △420,434

少数株主利益 5,292 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 59,993 △420,434
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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21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 1,020,289 1,092,516

売上原価 171,817 244,538

売上総利益 848,471 847,977

販売費及び一般管理費 840,166 901,726

営業利益又は営業損失（△） 8,304 △53,748

営業外収益   

受取利息 2,714 1,328

その他 232 341

営業外収益合計 2,947 1,670

営業外費用   

支払利息 5,777 3,452

為替差損 18,363 20,863

その他 △79 57

営業外費用合計 24,060 24,372

経常損失（△） △12,808 △76,451

特別利益   

固定資産売却益 － 68

貸倒引当金戻入益 49 354

契約解除益 9,456 2,599

新株予約権戻入益 － 1,988

特別利益合計 9,506 5,010

特別損失   

固定資産売却損 － 1,748

固定資産除却損 140 298

契約解除損失 △303 －

減損損失 － △15,221

過年度外国付加価値税 － 130,919

特別損失合計 △162 117,745

税金等調整前四半期純損失（△） △3,139 △189,186

法人税、住民税及び事業税 41,899 48,318

法人税等調整額 △12,302 △8,691

法人税等合計 29,596 39,626

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △228,813

少数株主利益 1,895 －

四半期純損失（△） △34,631 △228,813
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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21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

117,880 △413,974

減価償却費 138,056 209,057

減損損失 － 210,688

のれん償却額 77,433 89,013

株式報酬費用 35,766 31,573

賞与引当金の増減額（△は減少） 42,420 △9,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） 523 △456

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,514 △23,809

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 50,914 －

過年度外国付加価値税 － 130,919

受取利息及び受取配当金 △5,001 △2,302

支払利息 10,560 8,081

有形固定資産売却損益（△は益） － 1,559

有形固定資産除却損 144 5,021

無形固定資産除却損 204 1,289

契約解除益 △9,456 △2,599

契約解除損失 12,588 －

新株予約権戻入益 － △33,336

売上債権の増減額（△は増加） △7,049 △10,838

仕入債務の増減額（△は減少） △34,501 △17,696

前受金の増減額（△は減少） 77,938 61,247

その他 △192,509 180,784

小計 340,429 415,178

利息及び配当金の受取額 4,547 1,430

利息の支払額 △8,684 △6,477

契約解除に伴う支出額 △9,026 －

法人税等の還付額 3,755 11,177

法人税等の支払額 △121,699 △66,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 209,321 354,357
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30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 △79,477 △156,721

有形固定資産の売却による収入 － 890

無形固定資産の取得による支出 △373,552 △292,164

関係会社株式の取得による支出 － △187,104

営業譲受による支出 － △47,428

差入保証金の差入による支出 △36,129 △2,278

差入保証金の回収による収入 504 55,193

長期前払費用の取得による支出 △123 △480

貸付けによる支出 △6,237 △67,500

貸付金の回収による収入 839 －

その他 △239 △25

投資活動によるキャッシュ・フロー △494,416 △697,619

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） 60,000 180,700

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 △33,336 △50,004

リース債務の返済による支出 △2,916 △4,561

株式の発行による収入 618,822 －

新株予約権の買戻しによる支出 △5,220 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 937,349 126,134

現金及び現金同等物に係る換算差額 24,295 △35,382

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 676,550 △252,510

現金及び現金同等物の期首残高 851,098 841,556

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,527,648 589,046
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  該当事項はありません。  

  

  

１. 事業の種類別セグメント情報 

前第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） 

  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21年４月１日 至 平成21年９月30日） 

（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。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 
 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

  
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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３. 海外売上高 

前第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。 

  

４. セグメント情報 

①報告セグメントの概要 

 当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち、分離された財務情報が入手可能で

あり、 高経営責任者（グループＣＥＯ）が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的

に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社グループはインターネット関連事業を事業内容としており、国内、米国、欧州、韓国の各地域を現

地法人が、それぞれ担当しております。現地法人はそれぞれ独立した経営単位であり、取り扱うサービス

について各地域の包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社グループは、サービス体制を基礎とした地域別のセグメントから構成されており、

「日本」、「米国」、「欧州」及び「韓国」の４つを報告セグメントとしております。各報告セグメント

の主な事業は以下のとおりであります。 

日本：オンラインゲームのパブリッシング事業、データマイニング事業、コミュニティ・ソリューショ

ン事業 

米国：オンラインゲームのパブリッシング事業 

欧州：オンラインゲームのパブリッシング事業 

韓国：オンラインゲームのパブリッシング事業及びオンラインゲームの開発並びにライセンシング事業

  

  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）  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
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②報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

                                        （単位：千円） 

（注）報告セグメントの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。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）  

                                        （単位：千円） 

（注）報告セグメントの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。 

   
報告セグメント   

合計 
日本 米国 欧州 韓国 計 

売上高   

(1）外部顧客への 

    売上高 
 474,853  529,304  984,835  253,949  2,242,943  2,242,943

(2）セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

 71,400  106  －  339,926  411,433  411,433

計  546,253  529,411  984,835  593,876  2,654,377  2,654,377

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
 △88,314  △32,528  111,038  △7,479  △17,283  △17,283

   
報告セグメント   

合計 
日本 米国 欧州 韓国 計 

売上高   

(1）外部顧客への 

    売上高 
 218,375  267,776  461,410  144,954  1,092,516  1,092,516

(2）セグメント間の 

    内部売上高又は 

    振替高 

 3,766  51  －  160,762  164,580  164,580

計  222,141  267,827  461,410  305,717  1,257,097  1,257,097

セグメント利益又は 

セグメント損失(△) 
 △78,698  2,405  30,660  △7,046  △52,679  △52,679
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③報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内容（差異調整に関する事項）  

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日）  

                             （単位：千円） 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日）  

                             （単位：千円） 

   

④報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

（追加情報）  

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準17号 平成21年

３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

  該当事項はありません。  

  

利益   金額 

報告セグメント計 

その他の区分損益  

セグメント間取引消去   

△17,283

△334,372

△62,318

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 △413,974

利益   金額 

報告セグメント計 

その他の区分損益  

セグメント間取引消去   

△52,679

△135,774

△732

四半期連結損益計算書の税金等調整前四半期純利益 △189,186

（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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