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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 2,342 4.5 45 ― 81 ― △176 ―
23年3月期第2四半期 2,242 10.7 △79 ― △98 ― △420 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △434百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △628百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 △1,665.81 ―
23年3月期第2四半期 △3,957.77 ―

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

24年3月期第2四半期 3,981 2,609 60.2 22,569.44
23年3月期 4,476 3,015 63.3 26,692.69
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  2,397百万円 23年3月期  2,835百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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 4,588 0.6 108 161.5 144 ― △170 ― △1,601.75



(1) 当四半期連結累計期間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に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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
四半期財務表のレビュー手続き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〔当四半期に関する定性的情報〕「（３）連結業績予想に関する定
性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期2Q 106,230 株 23年3月期 106,230 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q ― 株 23年3月期 ― 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 106,230 株 23年3月期2Q 106,230 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、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、スマートフォンの普及も

本格化してきております。 
  

  当社グループの当第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、2,342,915千円（前年同四半期比 4.5％増）となりました。既存の主力

オンラインゲーム「Flyff Online」、「Rappelz」の売上高が頭打ちになる一方、米国・欧州において、前連結会計

年度にサービスを開始した新規タイトルの売上高が寄与したことから、増収を確保いたしました。利益面は、米

国・欧州において利益を確保する一方、日本・韓国において、当第２四半期連結累計期間に商業化を開始した自社

タイトル「IL」が期待した収益を確保できず、ソフトウェアの償却費や運営コストが収益を圧迫するなど、セグメ

ント毎に濃淡がありました。その結果、営業利益は45,852千円（前年同四半期営業損失 79,602千円）、経常利益

は81,738千円（前年同四半期経常損失 98,992千円）となりました。また、特別損失として、収益性の見込めない

事業資産の減損損失100,478千円、連結子会社Gala-Net Inc.及び連結子会社Gala Networks Europe Ltd.の持分変動に伴

う持分変動損失84,107千円を計上した結果、四半期純損失は176,959千円（前年同四半期四半期純損失 420,434千

円）となりました。 

       

       セグメントの業績の概況は、次のとおりであります。 

  
  
   ①日本 

 日本では、オンラインゲーム事業において、6月に「IL」の商業化を開始しましたが、ゲームの不具合やコンテ

ンツ不足等により売上高が伸びず、当社及び連結子会社による売上高は389,033千円と前年同四半期比で157,220千

円（28.8％)の減収となり、販売管理費を削減したものの売上減少分を補えず、セグメント損失は154,821千円（前

年同四半期は88,314千円の損失）となりました。  
  
    ②米国 

 米国では、オンラインゲーム事業において、前連結会計年度に商業化を開始した既存タイトルのプロモーション

に注力した結果、連結子会社Gala-Net Inc.による売上高は612,494千円と前年同四半期比で83,082千円(15.7％)の増

収となり、かつ販売管理費を削減したことからセグメント利益は76,190千円（前年同四半期は32,528千円の損失）

となりました。 
  
   ③欧州 

 欧州では、オンラインゲーム事業において、前連結会計年度に商業化を開始した既存タイトルのプロモーション

に注力した結果、連結子会社Gala Networks Europe Ltd. による売上高は1,168,798千円と前年同期比で183,963千円

(18.7％)の増収となり、販売促進費の増加があったものの売上高の増加により吸収し、セグメント利益は159,347

千円と48,308千円（43.5％）の増益となりました。  
  
   ④韓国 

 韓国では、オンラインゲーム事業において、「IL」の商業化をタイや日本で新たに開始したものの、ゲームの不

具合やコンテンツ不足によりロイヤリティ収入が伸びず、売上高は548,420千円と前年同四半期比で45,455千円

(7.7％)の減収となり、販売管理費を削減したものの売上減少分を補えず、セグメント損失は43,280千円（前年同

四半期は7,479千円の損失）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  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405,081千円減少し、2,609,969千円

となりました。 

 主な増減は、資産では現金及び預金が134,103千円増加し、権利金が償却等により165,867千円減少し、ソフトウ

ェアが償却等により144,151千円減少し、のれんが償却等により120,031千円減少いたしました。負債では短期借入

金が74,836千円増加し、長期借入金が24,978千円減少いたしました。純資産では四半期純損失を計上したため利益

剰余金が176,959千円減少し、また、為替換算調整勘定が244,485千円減少いたしました。 

   

（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23年５月12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、平成23年11月10日に開示いたしました「特別損失の発生及び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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。 

  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 545,326 679,429

受取手形及び売掛金 195,897 157,236

預け金 21,390 17,818

その他 482,507 402,158

貸倒引当金 △974 △714

流動資産合計 1,244,146 1,255,928

固定資産   

有形固定資産 298,367 234,365

無形固定資産   

ソフトウエア 1,189,433 1,045,282

のれん 993,898 873,867

その他 375,790 207,916

無形固定資産合計 2,559,122 2,127,065

投資その他の資産   

破産更生債権等 155,000 155,000

その他 375,357 363,874

貸倒引当金 △155,000 △155,000

投資その他の資産合計 375,357 363,874

固定資産合計 3,232,846 2,725,306

資産合計 4,476,993 3,981,234

負債の部   

流動負債   

買掛金 104,414 65,234

短期借入金 199,893 274,730

1年内返済予定の長期借入金 91,674 66,648

前受金 222,911 165,333

未払法人税等 57,349 52,316

決済キャンセル引当金 2,403 2,566

賞与引当金 27,049 18,154

その他 541,230 562,095

流動負債合計 1,246,927 1,207,079

固定負債   

長期借入金 24,978 －

退職給付引当金 92,884 77,768

その他 97,152 86,417

固定負債合計 215,015 164,186

負債合計 1,461,942 1,371,265
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30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 414,378 237,419

株主資本合計 3,286,002 3,109,042

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △4,360 △20,928

為替換算調整勘定 △446,077 △690,562

その他の包括利益累計額合計 △450,437 △711,491

新株予約権 179,485 158,493

少数株主持分 － 53,924

純資産合計 3,015,050 2,609,969

負債純資産合計 4,476,993 3,981,234
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 2,242,943 2,342,915

売上原価 495,731 514,243

売上総利益 1,747,212 1,828,672

販売費及び一般管理費 1,826,814 1,782,819

営業利益又は営業損失（△） △79,602 45,852

営業外収益   

受取利息 2,302 2,430

為替差益 － 36,227

その他 880 2,431

営業外収益合計 3,183 41,090

営業外費用   

支払利息 8,081 4,692

為替差損 14,158 －

その他 333 511

営業外費用合計 22,573 5,204

経常利益又は経常損失（△） △98,992 81,738

特別利益   

固定資産売却益 188 －

契約解除益 2,599 －

新株予約権戻入益 33,336 29,047

その他 545 560

特別利益合計 36,668 29,607

特別損失   

固定資産売却損 1,748 －

固定資産除却損 6,311 －

持分変動損失 － 84,107

減損損失 210,688 100,478

過年度外国付加価値税 130,919 －

その他 1,983 －

特別損失合計 351,650 184,585

税金等調整前四半期純損失（△） △413,974 △73,239

法人税、住民税及び事業税 59,090 98,856

法人税等調整額 △52,630 1,327

法人税等合計 6,460 100,184

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △420,434 △173,424

少数株主利益 － 3,534

四半期純損失（△） △420,434 △176,959
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △420,434 △173,424

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,377 △16,568

為替換算調整勘定 △196,531 △244,485

その他の包括利益合計 △207,909 △261,054

四半期包括利益 △628,344 △434,478

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △628,344 △430,847

少数株主に係る四半期包括利益 － △3,630
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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損失（△） △413,974 △73,239

減価償却費 209,057 235,889

減損損失 210,688 100,478

のれん償却額 89,013 73,210

株式報酬費用 31,573 12,522

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,046 △7,044

貸倒引当金の増減額（△は減少） △456 △222

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,809 △3,109

過年度外国付加価値税 130,919 －

受取利息及び受取配当金 △2,302 △2,430

支払利息 8,081 4,692

持分変動損益（△は益） － 84,107

有形固定資産売却損益（△は益） 1,559 －

有形固定資産除却損 5,021 －

無形固定資産除却損 1,289 －

契約解除益 △2,599 －

新株予約権戻入益 △33,336 △29,047

売上債権の増減額（△は増加） △10,838 △32,367

仕入債務の増減額（△は減少） △17,696 △24,189

前受金の増減額（△は減少） 61,247 △27,297

その他 180,784 144,343

小計 415,178 456,296

利息及び配当金の受取額 1,430 2,207

利息の支払額 △6,477 △3,006

法人税等の還付額 11,177 1,878

法人税等の支払額 △66,951 △103,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 354,357 354,290

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 △156,721 △22,516

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 △292,164 △125,061

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 －

投資有価証券の取得による支出 － △9,183

差入保証金の差入による支出 △2,278 △7

差入保証金の回収による収入 55,193 441

長期前払費用の取得による支出 △480 －

貸付けによる支出 △67,500 △1,352

貸付金の回収による収入 － 1,093

その他 △25 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △697,619 △156,586
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（単位：千円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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） 180,700 82,600

長期借入金の返済による支出 △50,004 △50,004

リース債務の返済による支出 △4,561 △4,496

少数株主からの払込みによる収入 － 7,316

財務活動によるキャッシュ・フロー 126,134 35,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 △35,382 △99,016

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △252,510 134,103

現金及び現金同等物の期首残高 841,556 545,326

現金及び現金同等物の四半期末残高 589,046 679,429
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 該当事項はありません。  

  

  

Ⅰ 前第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） 

１．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  

                                         （単位：千円）

（注）１．セグメント利益調整額△62,318千円は、セグメント間取引消去△62,318千円であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

２．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。 

  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

１．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  

                                         （単位：千円）

（注）１．セグメント利益調整額8,416千円は、セグメント間取引消去8,416千円であります。 

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

   「日本」、「米国」及び「韓国」セグメントについて、固定資産の減損損失を計上しております。 

  なお、当該減損損失の計上額は、当第２四半期連結累計期間において、それぞれ83,283千円、4,995千

円、12,200千円であります。                                  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

   
報告セグメント     

調整額 

 （注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2 

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  △411,433 2,242,943

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  △62,318 △79,602

   
報告セグメント     

調整額 

 （注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）2 

日本 米国 欧州 韓国 計 

売上高   

(1）外部顧客への 

  売上高 
361,087 612,398 1,156,418 213,011  2,342,915  － 2,342,915

(2）セグメント間の 

  内部売上高又は 

  振替高 

27,946 95 12,380 335,409  375,831  △375,831 －

計 389,033 612,494 1,168,798 548,420  2,718,747  △375,831 2,342,915

セグメント利益又は 

セグメント損失(△） 
△154,821 76,190 159,347 △43,280  37,436  8,416 45,852
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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