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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当社グループの当第１四半期連結累計期間における業績の概況は、連結売上高131,885千円（前年同四半期比

17.1％減）となり、大幅な減収となりました。

これは、スマートフォンアプリ事業の売上高が増加したものの、オンラインゲーム事業の売上高が減少したこと

によります。また、株式会社ガーラウェブの全株式を平成27年４月23日にトライベック・ストラテジー株式会社

に譲渡したことにより、当第１四半期連結累計期間から連結の範囲から除外し、その他事業の売上高も減少いた

しました。

また、販売費及び一般管理費につきましては、スマートフォンゲームアプリ「Flyff All Stars（フリフオー

ルスターズ）」日本語版のダウンロード配信開始に伴い、ＴＶＣＭやＷＥＢプロモーション等のマーケティング

活動の費用を計上したことにより、営業損失239,246千円（前年同四半期営業損失87,795千円）、経常損失

237,869千円 （前年同四半期経常損失89,079千円）親会社株主に帰属する四半期純損失232,329千円（前年同親

会社株主に帰属する四半期純損失91,446千円）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

日本セグメントでは、国内子会社㈱ガーラジャパンが平成27年６月から「Flyff All Stars（フリフオール

スターズ）」日本語版のダウンロード配信を開始し、平成27年６月に英語版を含む全世界で100万ダウンロード

（日本語版は36万）を達成し、日本語版は平成27年６月18日に50万ダウンロードを達成いたしました。当第１

四半期連結累計期間において、「Flyff All Stars（フリフオールスターズ）」日本語版の売上高はダウンロー

ド配信開始後の初月であり、概ね順調に推移したものの、前連結会計年度において日本セグメントの主要子会

社でありました㈱ガーラウェブの全株式を平成27年４月23日にトライベック・ストラテジー株式会社に譲渡し

たことにより、当第１四半期連結累計期間から連結から除外したため、㈱ガーラウェブのその他事業売上高の

計上が無くなったため、売上高（内部取引を含む）は減少となりました。なお、内部取引を含まない外部売上

高は6,405千円（30.7％）の増加となりました。

また、「Flyff All Stars（フリフオールスターズ）」日本語版のダウンロード配信開始に伴い、ＡＫＢ４８

を起用したＴＶＣＭ放映や、ＷＥＢプロモーション等のマーケティング活動により、当該ゲームの認知度を向

上させることを中心にプロモーションを積極的に展開した結果、前年同四半期比で大幅増のマーケティング費

用を計上したことにより、販売費及び一般管理費が増加いたしました。

これらの結果、日本セグメントにおける売上高は39,763千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で1,328

千円（3.2％）の減少となり、セグメント損失が194,903千円（内部取引を含む。前年同四半期は64,906千円の

損失）となりました。

② 韓国

韓国セグメントでは、Gala Lab Corp.のオンラインゲーム事業で主力ゲームの「Flyff Online（フリフオン

ライン）」及び「Rappelz（ラペルズ）」において、ユーザーへのアイテム販売減少によるロイヤリティの減収

やライセンス期間終了によるライセンスフィーの減収等から大幅に売上高が減少し、スマートフォンアプリ事

業では、「Flyff All Stars（フリフオールスターズ）」日本語版のダウンロード配信開始に伴い、ロイヤリテ

ィ収入（内部取引）が増加いたしました。

　これらの結果、韓国セグメントの売上高は112,437千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で29,411千円

（20.7％）の減収となり、セグメント損失が45,243千円（内部取引を含む。前年同四半期は28,313千円の損失）

となりました。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月11日 12時02分 2ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社ガーラ(4777) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

3

（２）財政状態に関する説明

当社グループの当第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799,299千円増加

し、1,039,330千円となりました。

主な増減は、資産では現金及び預金が871,545千円増加し、売掛金が50,349千円減少いたしました。負債では、

未払金が31,908千円増加いたしました。純資産では、資本金が522,188千円増加し、資本剰余金が522,188千円増

加し、利益剰余金が232,329千円減少いたしました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当社及び当社グループは、スマートフォンアプリ事業における、アプリの開発やダウンロード配信が予定どお

りに進まない可能性や、ダウンロード配信開始後のアプリによる課金収入の予測が極めて困難であり、また、オ

ンラインゲーム事業における、既存タイトルのバージョンアップによる業績予想が極めて困難であることから、

業績予測の公表を差し控えさせていただいております。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

当第１四半期連結会計期間において、連結子会社㈱ガーラウェブの全株式を譲渡したことにより、当第１四半期

連結会計期間より連結の範囲から除外いたしました。

なお、連結子会社㈱ガーラジャパンと連結子会社㈱ガーラポケットは、㈱ガーラジャパンを存続会社とする吸収合

併を実施いたしましたが、四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。

（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

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年

９月13日）等を、当第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支

配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第１四半期連結累計期間及び

前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

３．継続企業の前提に関する重要事象等

当社グループは、前連結会計年度において営業損失288,596千円及び親会社株主に帰属する当期純損失271,820千

円を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間においても売上高は131,885千円、前年同四半期比17.1

％減少となり、営業損失239,246千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失232,329千円を計上しており、現在の

低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があります。当該状況等により継

続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

当社グループは、当該状況等を解消し、又は改善するための対応策として、① スマートフォンアプリ事業にお

ける自社グループでのゲームアプリの開発、② 資金繰りについて取り組んでおります。

　当社グループの対応策の詳細は、「４．四半期連結財務諸表（３）継続企業の前提に関する注記」に記載してお

ります。
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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27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 379,478 1,251,023

売掛金 109,646 59,296

前渡金 34,698 34,672

その他 19,082 21,586

貸倒引当金 △2,347 △156

流動資産合計 540,559 1,366,422

固定資産

有形固定資産 5,325 3,623

無形固定資産

ソフトウエア 254 -

無形固定資産合計 254 -

投資その他の資産

投資有価証券 389 384

長期貸付金 103,862 105,359

破産更生債権等 23,062 23,062

敷金及び保証金 8,098 5,429

その他 15,449 14,107

貸倒引当金 △20,303 △20,303

投資その他の資産合計 130,558 128,039

固定資産合計 136,138 131,662

資産合計 676,697 1,498,084

負債の部

流動負債

買掛金 9,147 2,782

短期借入金 13,377 12,863

未払金 56,056 87,965

未払費用 57,837 55,407

前受金 28,648 28,753

前受収益 24,238 23,106

未払法人税等 1,575 310

賞与引当金 3,674 -

その他 6,761 7,040

流動負債合計 201,317 218,229

固定負債

長期前受収益 105,455 102,163

繰延税金負債 44 42

退職給付に係る負債 78,979 85,657

長期預り保証金 50,870 52,660

固定負債合計 235,349 240,524

負債合計 436,667 458,754
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成27年６月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,564,085 3,086,274

資本剰余金 1,092,544 1,614,733

利益剰余金 △2,938,017 △3,170,347

株主資本合計 718,612 1,530,661

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93 90

為替換算調整勘定 △512,463 △515,818

その他の包括利益累計額合計 △512,370 △515,727

新株予約権 25,093 18,039

非支配株主持分 8,694 6,356

純資産合計 240,030 1,039,330

負債純資産合計 676,697 1,498,084
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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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

売上高 159,140 131,885

売上原価 44,668 35,099

売上総利益 114,471 96,785

販売費及び一般管理費 202,266 336,032

営業損失（△） △87,795 △239,246

営業外収益

受取利息 5,534 551

為替差益 - 1,134

その他 30 134

営業外収益合計 5,565 1,820

営業外費用

支払利息 490 443

為替差損 6,295 -

その他 62 -

営業外費用合計 6,848 443

経常損失（△） △89,079 △237,869

特別利益

新株予約権戻入益 27 2,912

契約解除益 - 895

関係会社株式売却益 - 725

その他 - 500

特別利益合計 27 5,033

税金等調整前四半期純損失（△） △89,051 △232,835

法人税、住民税及び事業税 2,394 1,956

法人税等合計 2,394 1,956

四半期純損失（△） △91,446 △234,792

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - △2,462

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △91,446 △232,329
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四半期連結包括利益計算書

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26年４月１日
　至 平成26年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

四半期純損失（△） △91,446 △234,792

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1 △3

為替換算調整勘定 △573 △3,229

その他の包括利益合計 △572 △3,232

四半期包括利益 △92,018 △238,024

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △92,018 △235,686

非支配株主に係る四半期包括利益 - △2,337
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　当社及び連結子会社(以下、「当社グループ」という。)は、前連結会計年度において営業損失288,596千円及び親会社

株主に帰属する当期純損失271,820千円を計上しております。また、当第１四半期連結累計期間においても売上高が前年

同四半期に比べ17.1％減の131,885千円となり、営業損失239,246千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失232,329千

円を計上しております。現在の低迷した売上状況が継続すれば営業損失が継続し資金繰りに懸念が生じる可能性があり

ます。当該状況等により継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。

　当社グループは、当該状況を早期に解消又は改善すべく、以下の対応策を実施してまいります。

　まず、スマートフォンアプリ事業において、自社グループ開発ゲームアプリ「Flyff All Stars（フリフオールスター

ズ）」の多国語展開を進め、収益化を目指します。

　また、自社グループ開発のPCオンラインゲーム「Rappelz（ラペルズ）」を題材としたゲームアプリの開発に着手し、

当該ゲームアプリの早期開発を目指し、当該ゲームアプリの収益化を目指します。

　資金繰りにつきましては、当第１四半期連結累計期間に第三者割当による株式及び新株予約権を発行し、当該新株予

約権の権利行使により、当面の事業資金として1,018,858千円を調達いたしました。

　以上の施策を実施するとともに、今後も引続き有効と考えられる施策については、積極的に実施してまいります。

　しかしながら、これらの改善策を実施してもなお、今後の売上高及び利益の回復は、組織体制の見直し、スマートフ

ォン向けアプリの開発の進捗状況、市場投入の時期、市場での競争激化による環境の変化等に左右されることから、現

時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。

　なお、当社グループの四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不

確実性の影響を四半期連結財務諸表に反映しておりません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第１四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年６月30日）

該当事項はありません。

当第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

１．株主資本の著しい変動

当社は、平成27年５月11日付で、Ｏａｋキャピタル株式会社から第三者割当増資の払い込みを受けました。ま

た、同日付でＯａｋキャピタル株式会社に発行した新株予約権の一部が当第１四半期連結累計期間に権利行使され

ました。

　これらの結果、当第１四半期連結累計期間において、資本金が522,188千円、資本準備金が522,188千円増加し、

当第１四半期連結会計期間末において資本金が3,086,274千円、資本剰余金が1,614,733千円となっております。

決算短信 （宝印刷）  2015年08月11日 12時02分 8ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）



株式会社ガーラ(4777) 平成28年３月期 第１四半期決算短信

9

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26年６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)

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 韓国 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 20,850 138,289 159,140 － 159,140

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

20,241 3,559 23,801 △23,801 －

計 41,092 141,849 182,941 △23,801 159,140

セグメント損失(△) △64,906 △28,313 △93,219 5,424 △87,795

(注) １．セグメント損失の調整額5,424千円は、セグメント間取引消去5,424千円であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度に米国子会社Gala Innovative Inc.の事業活動を休止したため、当第１四半期連結累計期間から

同社を「日本」セグメントに含めております。これにより、当第１四半期連結累計期間から「米国」セグメントは

ありません。

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27年６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)

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 韓国 計

売上高

(1) 外部顧客への売上高 27,256 104,629 131,885 － 131,885

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

12,507 7,808 20,315 △20,315 －

計 39,763 112,437 152,201 △20,315 131,885

セグメント損失(△) △194,903 △45,243 △240,147 900 △239,246

(注) １．セグメント損失の調整額900千円は、セグメント間取引消去900千円であります。

２．セグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。
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