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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２四半期連結累計期間における業績の概況は、連結売上高248,083千円（前年同四半期比

25.3％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において第１四半期連結会計期間に、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より、売上高が増加したものの、オン

ラインゲーム事業のアイテム販売やロイヤリティ収入が全地域で減少傾向が継続しており、売上高が減少したこ

とによります。

なお、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、第１四半期連結会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、「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、オフラインイベント開催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320,725千円（前年同四半期営業損失135,499千円）、経常損失322,047千円

（前年同四半期経常損失120,272千円）親会社株主に帰属する四半期純損失315,432千円（前年同親会社株主に帰属

する四半期純損失125,592千円）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。第１四半

期連結会計期間において、「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、当第２四半期連結会計期間においてはダウンロード数や売

上高は低調な推移となりました。

　また、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、第１四半期連結会計期間から連結

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り、当社が保有するゲームキャラクタ

ーに関する知的財産権により、「Flyff All Stars」のロイヤリティ収入が増加したものの、日本セグメントの

売上高（内部取引を含む）は減少いたしました。

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、イベント開催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60,357千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で27,566

千円（31.4％）の減少となり、セグメント損失が237,539千円（内部取引を含む。前年同四半期は107,604千円

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いたしました。

また、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が、オンラインゲーム事業の減収の影響

が大きく、韓国セグメントの売上高は224,617千円（内部取引を含む）と前年同四半期比で65,185千円（22.5

％）の減収となり、セグメント損失が84,644千円（内部取引を含む。前年同四半期は36,033千円の損失）とな

りました。

なお、Gala Connect Inc.及びGala Mix Inc.は事業準備中であります。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月09日 14時22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２四半期決算短信

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782,189千円増加

し、1,022,220千円となりました。

主な増減は、資産では現金及び預金が727,281千円増加し、売掛金が28,193千円減少いたしました。負債では、

短期借入金が13,377千円減少し、未払金が38,042千円減少し、長期前受収益が14,554千円減少いたしました。純

資産では、資本金が526,837千円増加し、資本剰余金が559,387千円増加し、利益剰余金が315,432千円減少し、為

替換算調整勘定が11,791千円増加いたしました。

（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。
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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

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、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。

当第２四半期連結会計期間より、新たに設立したGala Mix Inc.を連結の範囲に含めております。

（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

(会計方針の変更)

「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。以下「企業結合会計基準」とい

う。）、「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。以下「連結会計基準」とい

う。）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。以下「事業分離等会計基

準」という。）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、支配が継続している場合の子会社に対する当社の持分

変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連費用を発生した連結会計年度の費用として計上

する方法に変更いたしました。また、第１四半期連結会計期間の期首以後実施される企業結合については、暫定

的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する四半期連結会計期間の四半期連結財

務諸表に反映させる方法に変更いたします。加えて、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２四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。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（４）、連結会計基準第44－５項（４）及

び事業分離等会計基準第57－４項（４）に定める経過的な取扱いに従っており、第１四半期連結会計期間の期首

時点から将来にわたって適用しております。

　この結果、当第２四半期連結累計期間の税金等調整前四半期純損失は32,550千円増加しております。また、当

第２四半期連結会計期間末の資本剰余金が32,550千円増加しております。
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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２四半期連結累計期間においても売上高は248,083千円、前年同四半期比

25.3％減少となり、営業損失320,725千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失315,432千円を計上しており、

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スマートフォンアプリ事業における他社開発ゲームアプリのライ

センス獲得、③ 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（４）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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 379,478 1,106,760

売掛金 109,646 81,452

前渡金 34,698 34,661

その他 19,082 22,698

貸倒引当金 △2,347 △132

流動資産合計 540,559 1,245,439

固定資産

有形固定資産 5,325 4,083

無形固定資産

ソフトウエア 254 211

無形固定資産合計 254 211

投資その他の資産

投資有価証券 389 363

長期貸付金 103,862 97,445

破産更生債権等 23,062 23,062

敷金及び保証金 8,098 5,413

その他 15,449 13,309

貸倒引当金 △20,303 △20,303

投資その他の資産合計 130,558 119,290

固定資産合計 136,138 123,585

資産合計 676,697 1,369,025

負債の部

流動負債

買掛金 9,147 2,759

短期借入金 13,377 -

未払金 56,056 18,014

未払費用 57,837 50,148

前受金 28,648 26,817

前受収益 24,238 21,465

未払法人税等 1,575 620

賞与引当金 3,674 -

その他 6,761 2,392

流動負債合計 201,317 122,216

固定負債

長期前受収益 105,455 90,900

繰延税金負債 44 36

退職給付に係る負債 78,979 84,961

長期預り保証金 50,870 48,690

固定負債合計 235,349 224,588

負債合計 436,667 346,805
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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２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 2,564,085 3,090,922

資本剰余金 1,092,544 1,651,931

利益剰余金 △2,938,017 △3,253,450

株主資本合計 718,612 1,489,404

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 93 76

為替換算調整勘定 △512,463 △500,672

その他の包括利益累計額合計 △512,370 △500,596

新株予約権 25,093 15,117

非支配株主持分 8,694 18,294

純資産合計 240,030 1,022,220

負債純資産合計 676,697 1,369,025
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 331,956 248,083

売上原価 90,804 56,431

売上総利益 241,151 191,652

販売費及び一般管理費 376,650 512,378

営業損失（△） △135,499 △320,725

営業外収益

受取利息 6,295 1,174

為替差益 9,443 -

還付消費税等 - 1,702

その他 614 210

営業外収益合計 16,353 3,087

営業外費用

支払利息 1,058 859

為替差損 - 3,538

その他 68 11

営業外費用合計 1,126 4,409

経常損失（△） △120,272 △322,047

特別利益

新株予約権戻入益 304 2,912

契約解除益 - 867

関係会社株式売却益 - 725

その他 - 500

特別利益合計 304 5,005

税金等調整前四半期純損失（△） △119,968 △317,041

法人税、住民税及び事業税 5,624 4,168

法人税等合計 5,624 4,168

四半期純損失（△） △125,592 △321,210

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） - △5,778

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △125,592 △315,432
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △125,592 △321,210

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2 △17

為替換算調整勘定 △17,194 11,050

その他の包括利益合計 △17,197 11,032

四半期包括利益 △142,790 △310,177

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △142,790 △303,658

非支配株主に係る四半期包括利益 - △6,519
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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26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27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（△） △119,968 △317,041

減価償却費 1,111 889

株式報酬費用 2,709 -

貸倒引当金の増減額（△は減少） △56 68

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 1,393 12,451

受取利息及び受取配当金 △6,295 △1,174

支払利息 1,058 859

新株予約権戻入益 △304 △2,912

契約解除益 - △867

関係会社株式売却損益（△は益） - △725

売上債権の増減額（△は増加） △5,696 4,544

仕入債務の増減額（△は減少） △4,430 △25

前受金の増減額（△は減少） △19,141 △7,868

その他 △52,572 △38,801

小計 △202,192 △350,603

利息及び配当金の受取額 6,295 1,174

利息の支払額 △4,290 △863

法人税等の還付額 6,904 27

法人税等の支払額 △6,389 △4,945

営業活動によるキャッシュ・フロー △199,672 △355,210

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 51,315 -

定期預金の預入による支出 - △500,000

有形固定資産の取得による支出 △4,193 △620

有形固定資産の売却による収入 489 -

無形固定資産の取得による支出 - △217

子会社株式の売却による収入 - 6,113

貸付金の回収による収入 1,354 -

投資その他の資産の増減額（△は増加） △13,798 -

投資活動によるキャッシュ・フロー 35,166 △494,724

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） 11,583 △13,118

長期借入金の返済による支出 △8,000 -

株式の発行による収入 200,032 1,032,842

新株予約権の発行による収入 - 13,768

非支配株主からの払込みによる収入 - 48,393

その他 △325 △636

財務活動によるキャッシュ・フロー 203,290 1,081,249

現金及び現金同等物に係る換算差額 157 △4,032

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 38,942 227,281

現金及び現金同等物の期首残高 373,208 379,478

現金及び現金同等物の四半期末残高 412,151 606,760
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（４）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２四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25.3％減の248,083千円となり、営業損失320,725千円及び親会社株主に帰属する四半期純損失315,432千

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。さらに、ゲームアプリのライセンス

獲得を進め、提供するゲームアプリを増やし、収益化を目指します。

　資金繰りにつきましては、第１四半期連結会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２四半期連結累計期間（自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日）

１．株主資本の著しい変動

当社は平成26年７月18日、平成26年９月４日、平成26年９月８日及び平成26年９月18日にＯａｋキャピタル㈱か

ら新株予約権の行使による払込を受けました。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が101,627千

円、資本準備金が101,627千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が、2,503,001千円、資本剰余

金が1,031,460千円となっております。

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９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第１四半期連結累計期間に権利行使されまし

た。

　また、平成27年８月６日付でGala Lab Corp.が非支配株主から株主割当増資の払い込みを受け、資本剰余金が

32,550千円増加いたしました。

　これらの結果、当第２四半期連結累計期間において、資本金が526,837千円、資本準備金が526,837千円増加し、

当第２四半期連結会計期間末において資本金が3,090,922千円、資本剰余金が1,651,931千円となっております。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間(自 平成26年４月１日 至 平成26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)

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 45,764 286,191 331,956 － 331,956

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

42,159 3,610 45,770 △45,770 －

計 87,924 289,802 377,726 △45,770 331,956

セグメント損失(△) △107,604 △36,033 △143,638 8,138 △135,499

(注) １．セグメント損失の調整額8,138千円は、セグメント間取引消去8,138千円であります。

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、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、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２四半期連結累計期間(自 平成27年４月１日 至 平成27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)

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 34,991 213,092 248,083 － 248,083

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

25,366 11,524 36,890 △36,890 －

計 60,357 224,617 284,974 △36,890 248,083

セグメント損失(△) △237,539 △84,644 △322,183 1,458 △320,725

(注) １．セグメント損失の調整額1,458千円は、セグメント間取引消去1,458千円であります。

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。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月09日 14時22分 12ページ （Tess 1.40(64) 20150116_01）


	四半期決算短信 20151113_サマリー
	四半期決算短信_本文_20151113

