


Introduction

　パソコンユーザー　　ゲーム機器ユーザー　北米　　欧州　　アジア

（2009年以降は予想）
（出典）DFC Intelligence：Online Game Market Forecasts 2009

（2009年以降は予想）
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世界のオンラインゲームユーザー数（単位：百万人）世界のブロードバンド加入世帯数（単位：百万世帯）

デジタル・ネットワーク技術の高度化によるゲーム機器の多様化やコンテンツの進化を
背景に、ゲーム産業は近年、“一大エンタテイメント産業”として、飛躍的な成長を遂げてい
ます。そして拡大するゲーム産業のなかで“新しい可能性”を垣間見せているのが「オンライ
ンゲーム」分野です。
オンラインゲームでは、インターネットを介して複数のユーザーが同時に一つのゲームを楽しむ

ことができ、そしてユーザー同士がオンタイムでコミュニケーションできる楽しさから、“オンライン・コ
ミュニティ”の新しいスタイルとして近年、世界中の多くの人々の興味・関心を惹き付けています。
ブロードバンド先進国と呼ばれる韓国を起点として東アジア圏を中心に拡大してきたオンライ
ンゲーム市場は現在、ブローバンドインフラと高機能パソコンの世界的な普及拡大を背景に、
欧米諸国から、南米へ、そしてアジア圏へとグローバル化が進展しています。そのユーザー数は
増加し続けており、2008年度には3.5億人を突破し、2014年度には5億人規模へとさらなる拡
大が予想されています。

オンラインゲーム市場の「可能性」。
インターネットを通じてユーザーが集まり、同時に一つのゲームを楽しみ、交流する
新しいオンライン・コミュニティのスタイルが、いま世界で広まりを見せています。
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About GALA

O r i g i n T o d a y  &  F u t u r e

インターネットの本質的な価値を実現する場、それはコミュニ
ティであると私たちは考えています。『「ひと」と「ひとが生み出す
コンテンツ」が「ひと」を呼びコミュニティが生まれる。そして「ひ
と」が集まるところに新しいビジネスが生まれ、新しい価値が創出
される』こうした考えを原点に、日本初となる学生向けの会員制コ
ミュニティサイトの立ち上げをはじめ、企業の商品のファンづくりと
マーケティングに貢献するコミュニティサイトの構築・運営など、イ
ンターネット黎明期からオンライン・コミュニティ市場をリードしてき
ました。

多くの人が安心して集うオンライン・コミュニティにしていくため
に、当社は掲示板やブログへの誹謗中傷の書き込みを禁止する
技術（特許取得）を開発。また、企業のコミュニティサイトを多数運営
するなかで、独自の技術とノウハウを蓄積してきました。さらに、企業
のマーケティング情報やリスク情報を広範囲に検索・分析し、有用
な情報を抽出するサービスなど、ネットコミュニティの進化とともに事
業領域を拡大してきました。
そして2005年末、オンラインゲームのコミュニティとしての可能
性に注目し、オンラインゲーム事業に参入。世界各地でゲームを通
じた新たなコミュニティの創出を進めています。

“オンライン・コミュニティ市場の開拓者”として オンライン・コミュニティの進化とともに事業ドメインを拡大

世界No.1の
グローバル・オンライン・コミュニティ・
カンパニーを目指して
── ガーラの「これまで」と「いま」、そして「これから」。
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1996 2000 2005

ガーラのビジネス変遷

1993

1996

設立
1999

日本初の学生向け
オンライン・コミュニティを
立ち上げ

2000
ネット上の企業のリスク
情報を監視・報告する
サービスを開始

掲示板フィルタリング
技術で特許

2001
マーケティングリサーチ
サービス
「バイラル（口コミ）リサーチ」
開始

2005
（株）電通と共同で
「電通バズリサーチ」

サービスを開始
（2008年事業譲渡）

2006
韓国ゲーム開発会社
２社を連結子会社化
日本・欧州市場へ参入 

2010
南米市場へ参入

2005
米国市場へ参入

オンラインゲームポータルサイト
「gPotato」

コミュニティ・
ソリューション事業に進出
黎明期よりオンライン・
コミュニティを構築・運営

データマイニング事業に進出
コミュニティ運営・技術サービスで
企業のネットマーケティングを支援

オンラインゲーム事業に参入
新たなオンライン・コミュニティの
可能性を追求

2008
インターネット上の

誹謗中傷・業務妨害
行為対策サービスを開始



株主・投資家の皆様へ

当社グループは、「世界No.1のグローバル・オンライン・コミュニ
ティ・カンパニー」のスローガンのもと、グループ全体で事業規模・
収益の拡大に取り組んでまいりました。
当期（2010年3月期）主力のオンラインゲーム事業では、北米、
欧州、日本で展開するゲームポータルサイト「gPotato」において、
新規6ゲームタイトルの投入を進めるとともに、ブラジルに新たに
拠点を設け、南米への進出を本格化するなど、積極的な投資を
進めた結果、期初688万人だった「gPotato」の会員数は1,332
万人へと大幅に伸張しました。
しかしながら、新規大型タイトルの投入が開発会社の事情に

より遅れ、当期末に集中したことに加え、為替レートが円高に
推移したため、日本円ベースの売上は6.0%の増収に留まりま
した。
一方、企業向けに有益なマーケティング情報やリスク情報を報
告するモニタリングサービス「e-マイニング」を提供するデータマイ
ニング事業、オンライン・コミュニティの企画・構築・運営を一貫し
て行うコミュニティ・ソリューション事業は、ともに国内の景気減速
の影響により7.0%、11.5%の減収となりました。
こうした結果、グループ全体の売上高は、前期比4.3％の増収と

なったものの、利益面では、新規タイトル投入に向けたスタッフの
増強やプロモーションに関連する費用が先行したため、遺憾なが
ら、営業利益、経常利益、当期純利益は前期比減益となりました。

成長の第２ステージへ──
さらなる飛躍に向けた施策を展開

代表取締役 グループCEO

会員数の増加で売上は順調に伸張
タイトル数の強化への先行投資により減益に
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当期純利益（単位：百万円）
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営業利益・経常利益（単位：百万円）
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　営業利益　　経常利益

事業別売上高（単位：百万円）
　オンラインゲーム事業　　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
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成長するオンラインゲーム市場で成功を収めるための は、第
一に、ゲームへの玄関となるポータルサイトに多くのユーザーを集
め、会員数を増やすこと、第二に、魅力あるタイトルを多数ラインナッ
プし、会員数と稼働率を高め収益を拡大していくことにあります。
多くの会員を獲得するためには、国内市場に留まらず、グローバ

ルに展開することが重要です。当社グループは2005年末にオンラ
インゲーム市場に参入以降、黎明期にあった北米、欧州に拠点を
設け、2つの自社タイトルを中心に、英語、欧州主要言語へ対応する
ことを通じて、「gPotato」の会員数を伸ばしてきました。当期末まで
に、会員数は1,000万人の大台を突破し、北米・欧州・日本・韓国・
南米の拠点で、20カ国以上のスタッフが運営・カスタマーサポート
を行い、ユーザーが安心して楽しめる環境をグローバルに提供でき
る世界でも数少ない開発・運営会社へと成長してきたことは大きな
成果と捉えています。

なぜなら、グローバル市場における「会員基盤」「運営体制」は、
世界の有力開発会社にとって「gPotato」へタイトルを供給する上
で大きな魅力となるためです。当期、新規6タイトルを投入しました
が、これらはいずれも他社開発によるものです。他社タイトル獲得に
より、当社グループは、自社開発の費用を抑制しつつ早期に多数
のタイトルをラインナップし、効率よく会員数・収益の拡大を実現で
きます。また、こうした会員数の増加は、開発会社にとっての魅力を
さらに高め、さらなるタイトルの獲得、会員数の増加へと、好循環を
生み出すことが可能となります。
来期以降、「好循環モデルへの転換」を確かなものとすべく、

「gPotato」のグローバル展開を加速するとともに、自社タイトルの
開発に加え、優良タイトルのグローバル調達を推し進め、利益成長
を通じて株主の皆様の負託にお応えしてまいります。引き続き、一
層のご支援をいただけますようお願い申し上げます。

持株会社　　開発　　運営
Gala-Net Inc. 
（米国）

Gala Networks Europe Ltd.
（アイルランド） 

Gala-Net Brazil Ltd.
（ブラジル）

（株）ガーラ
（株）ガーラジャパン
（日本）

Gala Lab Corp.（韓国）
（AeonsoftとnFlavorが
2010年6月30日付で合併）

好循環モデルへの転換を図り、新たな成長段階へ

オンラインゲーム事業のグローバルネットワーク
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3,820

64

1,154

2,389

3,604

2010/32009/32007/3 2008/32006/3

オンラインゲーム事業
売上高（単位：百万円）

「ゲームポータル化戦略」の全貌。
世界No.1のグローバル・オンライン・コミュニティ・カンパニーを目指して

特集

ガーラ自らが運営するオンラインゲームのポータルサイト「ｇＰotato」。
当社はこの「gPotato」を、「会員数」と「タイトル数」を拡大させ続けることで、
世界中のゲームファンと魅力的なゲームタイトルを一堂に集める
“No.1ゲームポータル”へと進化させていきます。

ガーラグループ

CoreCore
Commpetence

グローバル
体制

パートナーとの
ネットワーク

コミュニティ
運営ノウハウ

5 第17期株主通信



2009/32008/3 2007/3 2010/32006/3

2

「gPotato」のグローバル展開

ゲームタイトル稼働数の推移  

「gPotato」会員数の推移  

2006 2007 2008 2009 2010

世界中のユーザーと
開発会社が集う
Ｎo．１ゲームポータルへ

世界の会員登録数

3,000万人
達成

世界の会員登録数

2,000万人
達成

201034
万人

235
万人

460
万人

688
万人

1,332
万人

Target 2Target 1

201X2012

自社タイトル　　他社タイトル

7

22

3
4

221

「gPotato」の会員数増加を加速するために、
当社グループは積極的なグローバル展開を進
めています。エリアごとの運営子会社を設け、
ユーザーのニーズに的確に応えるマーケティ
ングやプロモーション、サポートを通じて、世界
中に「gPotato」ファンを増やしていきます。

魅力的なタイトルを多数ラインナップするため
に、当社グループは、独自のリサーチに基づ
き、世界の有力開発会社からオンラインゲー
ムを調達しています。また、グループに開発子
会社を保有し、世界のユーザーから支持され
る独自タイトルを創出しています。

Approach 1
会員数拡大

Approach 2
タイトル数拡大

各エリアの市場特性に合わせたサービスとプロモーション展開で

有力開発会社からのタイトル調達を主軸に、自社開発力も強化して

世界中のオンラインゲームファンを獲得。

世界中の魅力あるゲームタイトルを獲得。

ゲームタイトルが
増えると、
会員数が増加

会員数が増えると、
開発会社の
アプローチが増加

●2006年
　欧州へ
●2009年
　トルコ、ポーランドへ
●2010年
　イタリアへ

●2005年
　北米へ

●2006年
　東アジアへ

●2005年
　オセアニアへ ●2010年

　南米へ
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最新タイトル「A l l o d s 
Online」は、当期、欧州に
おけるアイテム 課 金
MMORPGのなかで最も多
くメディアに取り上げられ、
情報サイト「mmosite.com」
で「2009年の最も期待され
ているMMO」と評されるな
ど、高い評価を受けた。

当社グループは欧州に早期に進出し、ゲームポータルサイト
「gPotato.eu」を立ち上げました。全てのゲームで、基本プレイを
無料としアイテム購入にのみ課金する先駆的なシステムを採
用したことにより、ユーザーの裾野を広げています。また、欧州で
サイトを運営する子会社Gala Networks Europeは、14カ国の
人材を有し、これまでにドイツ語、フランス語、英語のサイトを開設
してきました。当期は新たにトルコ語、ポーランド語、イタリア語の
サイトを開設しサービスを開始。これだけの多言語で運営される
アイテム課金制のゲームポータルサイトは欧州で唯一であり、当
社グループは現在、欧州におけるオンラインゲームのリーディン
グカンパニーの1社に位置づけられています。

欧州のオンラインゲームはまだ黎明期にあり、さらなる会員獲
得に向け、サービス品質に加え、オンラインゲームの認知度
を高めていくことが重要になります。Gala Networks Europe
では、ドイツ、フランス、イギリスの大手PR会社と提携を進め
た結果、新作ゲームや「gPotato.eu」が、ゲーム関連の最大
手情報サイトや雑誌に数多く掲載されたり、テレビ番組で取
り上げられるなどしています。こうした動きに加え、クオリティの
高いゲームを幅広い言語で次々に提供するとともに、
「gPotato」のコミュニティ機能の強化を進め、リーディングカ
ンパニーとしての優位性をさらに高めていきます。

Approach 1 会員数拡大のために

市場におけるポジション

欧州ゲームポータルサイト
「gPotato.eu」
会員数推移
（単位：万人）

“アイテム課金”と“多言語対応”で、市場を牽引する存在に

In Europe

393万人

164

41
7

2010/32009/32008/32007/3

O u r  P o s i t i o n

大手ＰＲ会社と提携しプロモーションを強化
S t r a t e g yガーラの戦略

さまざまな国籍の人々が集まるポータルサイトへ
欧州で
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アメリカ最大のゲーム誌に掲載された特集記事。

オンラインゲーム関連刊行物やゲームブログなどで
700以上の記事に取り上げられた。

北米は世界最大のゲーム市場で、オンラインゲームにおいても、2008年の16億7,500万ドルから2014年
には33億ドルにまで成長すると見られています。米国の子会社Gala-Netが運営するゲームポータルサイ
ト「gPotato.com」は、カジュアルゲームなどオンラインゲーム全
般を扱う競合ポータルサイトと異なり、多数のユーザーが同時に
一つのゲームを楽しむMMO（Massively Multiplayer Online：
多人数同時参加型オンライン）ゲームに重点を置いた差別化
を図り、多くの会員を獲得しています。また、早期に参入したこ
とで市場での認知度は高く、ネット上にはGala-Netのファンコ
ミュニティサイトが立ち上がり、大手SNSのファンページでは
約10万人のファン（2010年4月現在）を獲得するなど、高い
支持を得ています。

当期、大型2タイトル「Allods Online」「Aika Online」を市場
に投入するにあたりプロモーションを展開。地域ごとのター
ゲット広告、アニメファンなど非ゲームユーザー層を対象にした
ネット広告と連動させ、ユーザー層の拡大を進めています。ま
た、会員との関係を深めるための日々のイベント開催や、カス
タマーサポート、「gPotato」のポータルサイトとしてのコミュニ
ティ機能の強化を通じて、会員の流出を防ぎ、稼働率を高める
ことで、継続的な収益拡大を目指します。

米国ゲームポータルサイト
「gPotato.com」
会員数推移
（単位：万人）

713万人

333

444

141

2010/32008/3 2009/32007/3

市場におけるポジション
“ＭＭＯゲーム”に特化したポータルサイトとして高い認知度を獲得

O u r  P o s i t i o n

ガーラの戦略
ユーザー層の拡大と深耕を図る施策を展開

S t r a t e g y

35

2006/3

In North America

業界を牽引するパブリッシャーを目指して
北米で

「ゲームポータル化戦略」の全貌。特集

8株式会社ガーラ



ポルトガル語圏
スペイン語圏

日本では、ノートPCや携帯電話の普及により、オンラインゲームを気軽
に楽しむ人々の割合が増え、「仲間と交流しながら楽しめる」というコ
ミュニティとしての楽しさから、当社グループが得意とするMMORPG※

への関心がさらに高まっています。「gPotato.jp」は、日本のゲームポー
タルサイトとしては後発となるものの、こうした動きを捉え、2010年5月
にサービスを開始したMMORPG「Iris Online」で人気グループ
AKB48の前田敦子、大島優子、小野恵令奈をプロモーションに起用
し、注目を集めています。今後、海外ネットワークを通じた有力タイトルの
投入を進めるとともに、「gPotato」の認知度を高めていくために、他社
有力ポータルと連携しながらゲーム提供を行う方針です。
※MMORPG：多人数同時参加型オンラインRPGゲーム    

韓国では、オンラインゲームが身近に浸透しており、ゲームユーザーの7
割近くが楽しんでいます。こうした韓国において2010年5月、当社グルー
プは新たなゲームポータルサイト「gPotato.kr」を立ち上げました。欧米を
はじめ世界各国で広く展開している「gPotato」のブランド力を利用したプ
ロモーションで認知度を高めていきます。一方、韓国では有力タイトルに
人気が集中する傾向が強く、その有無がポータルサイトの成長を左右し
ています。当社グループも有力タイトルの調達に向けてユーザー調査を
重ねた結果、中国の開発会社から知名度の高い2タイトルのライセンス
を獲得。なかでも現在稼働中の「武林英
雄」は、既に多くのユーザーから支持されて
います。また調査で高い評価を得た自社タイ
トル「iL:Soulbringer」も投入、独自のポジ
ションを築いています。 ゲームポータルサイト「gPotato.kr」

Approach 1 会員数拡大のために

ガーラの戦略❶ 日本市場で
仲間との交流を求めるユーザーの声に応えて

S t r a t e g y

ガーラの戦略❷ 韓国市場で
有力タイトルに人気が集中する市場特性を捉えて

S t r a t e g y

ブラジル（ポルトガル語圏）では、2009年6月から米国子会社Gala-Netにより「Flyff Online」のサービスを開
始しましたが、今後、本格的な市場拡大が見込まれるため、安全性や物理的なメンテナンスを考慮し、現地に
子会社を設立する準備を進めています。
また、スペイン語圏では、Gala-Netにより2010年2月からスペイン語圏向けゲームポータルサイト
「es.gPotato.com」を立ち上げ、「Flyff Online」の提供を始め、4月より商業化を開始しました。

新興市場・南米の開拓に向け、ブラジルに子会社を設立Column

AKB48の前田敦子、大島優子、小野恵令奈がゲーム内でもキャラクターとして登場し話題に。

In East Asia 

成熟化が進む市場で、独自性を発揮するために
日本・韓国で

9 第17期株主通信



「Luna Online」は韓国に
て100万人以上の会員を
持つ人気MMORPGで、タ
イでは多くのオンラインゲー
ムの中から「Bangkok 
Interactive Festival  
2008」にて、Best MMO賞
を受賞したゲーム。
●開発国　韓国
●リリース　2009年6月

「カンフーパンダ」など多数の人
気タイトルを手がけ、「B e s t 
Browser-Based MMO2008」を受
賞した台湾大手開発会社の新作。
●開発国　台湾
●リリース　2010年3月

100名以上の開発者により
1,200万ドルの開発費と4年
（シリーズ12年）もの年月をか
けて開発された大作。
●開発国　ロシア
●リリース　2010年2月

ゲームポータルサイト「gPotato」の会員数を増やし、稼働率を向上させていくためには、ユーザー
にとって魅力のあるゲームタイトルを多数獲得することが重要です。当社グループは、北米、欧州、
日本、韓国の各拠点の市場情報を共有する「グローバルリサーチ体制」を構築し、この情報をもと
に、世界の開発会社から有力タイトルの調達を進めています。
当期は、ロシア最大のオンラインゲーム会社のグループ企業をはじめ、台湾、韓国、中国の開発
会社6社と新たに「gPotato」へのライセンシング契約を締結。当期6タイトルのサービスを開始
し、さらに３タイトルのサービス開始に向け準備を進めています。

Approach 2

グローバルリサーチに基づき集客力のあるタイトルを獲得

Luna Online 

Canaan

Allods Online
低スペックPCでも対応で
き、グラフィックの美しさと横
スクロール型の簡単操作
はメディアからも高評価。
●開発国　韓国
●リリース　2009年6月

Dragonica

Castle of Heroes 

Aika Online 
韓国のインターネットカフェの人気ラ
ンキングでトップ10内を推移しており、
韓国のゲームメディアからも高評価。
●開発国　韓国
●リリース　2010年3月

中世のファンタジー世界を冒険する
MMORPG。クライアントソフトをPC
にダウンロードする必要がないため、
気軽に楽しめる。
●開発国　中国
●リリース　2009年12月

3タイトル

世界中の開発会社から

当期サービスを開始したタイトル

他社タイトルの稼働数
2009年3月期 2010年3月期 

3タイトル 7タイトル
今後商業化予定の他社タイトル数
（2010年3月31日現在の契約状況から）  

N e w T i t l e s

「ゲームポータル化戦略」の全貌。特集タイトル数拡大のために

10株式会社ガーラ



Column

Approach 2 タイトル数拡大のために

当社グループは、これまで韓国の連結子会社Aeonsoft、nFlavorの
2社体制で、自社タイトルの開発を進めてきましたが、2010年6月30
日付けで両社を合併しGala Labとして新たにスタートします。今後、
両社の技術・ノウハウを共有し、人材配置の最適化・業務の効率化を
進め、魅力的なタイトルを、これまで以上にスピーディに開発していきま
す。また、自社タイトルについては、当社グループが運営するゲーム
ポータルサイト「ｇＰotato」で稼働するのはもちろん、パートナー企業が
運営するサイトでもサービスを提供しており、市場投入と同時にグロー
バル展開が図れることも大きな強みとして、新たな体制で自社開発に
取り組んでいきます。

韓国有数のゲーム情報サイト「MUD4U」
で、「今後期待するゲーム」第2位に。2010
年5月には「gPotato.kr」でサービス提供を
開始したほか、パートナー企業による台湾、
香港、マカオに続き、中国への提供も決定。

シューティングゲームに戦略性を盛り込ん
だ新しいタイプのゲーム。ヨーロッパのユー
ザーに配慮したデータ容量の軽量化を実
現。現在クローズドβテスト中。

自社開発したゲームタイトルは、当社グループの運営するポータルサイト「gPotato」での
提供に加え、パートナー企業にタイトルの使用権を提供し、ロイヤリティ（使用料）収入を
獲得するライセンスビジネスを展開しています。当社グループが進出していない新興国を
中心とするエリアのパートナー企業に運営を委託することで、商慣行の違いなどによるリ
スクを回避しつつ、収益の最大化を図っています。

iL:SoulbringerAir Match

当期開発を推進した自社タイトル D e v e l o p i n g T i t l e s

韓国の開発子会社２社を合併、自社タイトルを迅速にグローバル市場へ
自社開発力を強化して

自社タイトルの収益を最大化する
ライセンスビジネスを展開

合併

人員配置の最適化技術の共有 開発の効率化

欧州・北米・日本・韓国・南米では「gPotato」でサービス提供

ユーザー

サービス提供

売上
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RappelzFlyff Online

「Flyff Online」（フリフ）は、世界初の“キャラクターが空を飛ぶ
MMORPG”として注目を集めているタイトルです。これまでに英語圏、欧
州言語圏をはじめアジア各国などで稼働しており、当期は南米ポルトガ
ル語圏ならびにスペイン語圏でも稼働を開始。13の言語圏で合計
3,000万人にのぼる会員数を獲得し、なかでも中国では1,800万人の
会員を有しています(2010年3月現在)。ま
た、新たにロシア、インドのパートナー企業と
ライセンス契約を締結するなど、今後のさら
なる成長が期待されるタイトルです。

美しいグラフィックに定評があるMMORPG「Rappelz」（ラペルズ）
は、北米を中心とした英語圏、欧州言語圏、日本、韓国、台湾、香港、
ロシア、アラビア語圏、タイなど13の言語圏で稼働しており、当社グ
ループ、パートナー企業サイト合計で約390万人の会員を獲得してい
ます（2010年3月現在）。オンラインゲームとして世界で初めてアラビ
ア語圏（イスラム圏）へ進出した際には、
国内外のメディアに取り上げられ、多くの
話題を集めました。当期、中国においても
ライセンス契約を締結し、有料サービス開
始に向け準備を進めています。

13言語に翻訳、3,000万人の会員をもつ
世界的なコンテンツに成長 

世界初のアラビア語圏対応で話題となった
タイトルが中国市場へ進出

稼働中の自社タイトル P i c k  u p  T i t l e s

自社サイト「gPotato」でサービス提供 　 
パートナー企業サイトでサービス提供 

自社サイト「gPotato」でサービス提供 　 
パートナー企業サイトでサービス提供 

「ゲームポータル化戦略」の全貌。特集

当社グループが進出していないエリア
パートナー企業へライセンス提供 サービス提供

当社グループ進出エリア
自社サイト「gPotato」で稼働

ロイヤリティ（使用料）収入
各サイト売上高の約20～30％

新興国へはパートナー企業サイトを通じてサービス提供

自社開発
タイトル

ガーラグループ

ユーザー

売上売上

Flyff Onlineの稼働エリア Rappelzの稼働エリア

中国

ロシア

インド

東南アジア諸国
中東諸国

パートナー
企業サイト

12株式会社ガーラ



オンラインゲーム事業において、サー
ビス提供エリアの拡大や提供タイト
ルの増加が売上高増加に寄与した
ものの、為替（円高）の影響により前
期比4.3%の増加となりました。

新規タイトルのリリースに向けた人
件費や販売促進費等の販売管理
費の増加により、営業利益は前期
比49.5%の減少となり、売上高営
業利益率は7.8%となりました。

経常利益は為替差損41百万円等
の影響により前期比56.7%の減少
となりました。当期純利益は前期比
63.0%の減少となりました。

売上高 営業利益 経常利益 税金等調整前
当期純利益
270

当期純利益

4,247 331 278 121

（単位：百万円）

11

営業外
収益

11

特別
利益

63

営業外
費用 特別

損失
19

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益

156
△14

6

前期
（2008年4月1日～2009年3月31日まで）

当期
（2009年4月1日～2010年3月31日まで）

売上高 当期純利益

経常利益
643

営業利益
655

4,071

328

売上原価
販売費及び一般管理費

698
3,217

連結財務データ

連結損益計算書の概要

POINT
1

POINT
2

POINT
3

POINT
3

売上高
POINT1

営業利益
POINT2

経常利益・当期純利益
POINT3
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POINT
1

POINT
1 POINT

2

POINT
2

投資活動の結果、使用した資金は
1,201百万円（前期比108.8%増）
となりました。主な使途は、ソフトウェ
アなどの無形固定資産の取得によ
る支出です。

財務活動の結果、獲得した資金は
901百万円（前期は18百万円の
資金使用）となりました。これは主に
長期借入れによる収入及び株式の
発行による収入によるものです。

流動資産における現金及び預金の
増加、固定資産におけるソフトウェ
アなどの無形固定資産の増加等に
より、総資産は前期比41.1%の増
加となりました。

第三者割当増資による資本金及
び資本準備金の増加等により、純
資産は前期比36.0%増加し、自己
資本比率は66.9%となりました。

（単位：百万円）

（単位：百万円） （単位：百万円）

前期
（2009年3月31日）

当期
（2010年3月31日）

3,452
資産合計

4,872
資産合計

現金及び預金
720

有形固定資産
188

無形固定資産
1,998

投資その他資産
104

現金及び預金
841

有形固定資産
277

無形固定資産
2,697

投資その他資産
314

流動資産
1,161

固定資産
2,291

1,583
流動資産

3,288
固定資産

4,872

負債・純資産
合計

株主資本
3,557

評価・換算差額等
△298

1,426
負債

3,446
純資産

3,452

負債・純資産
合計

流動負債
679

固定負債
239

流動負債
1,106
固定負債
319

株主資本
2,813

評価・換算差額等
△397

負債
918

純資産
2,533

前期
（2009年3月31日）

当期
（2010年3月31日）

現金及び現金同等物の
期首残高

当期
（2009年4月1日～2010年3月31日まで）

851

現金及び現金同等物の
期末残高
841

営業活動による
キャッシュ・フロー

283

投資活動による
キャッシュ・フロー

△1,201 現金及び
現金同等物に係る
換算差額

財務活動による
キャッシュ・フロー

7
901

連結貸借対照表の概要

連結キャッシュ・フロー計算書の概要

投資活動によるキャッシュ・フロー
POINT1

財務活動によるキャッシュ・フロー
POINT2

資産
POINT1

負債
POINT2
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商 号

設 立

資 本 金

本 社 所 在 地 

ホームページアドレス

取締役及び監査役

連 結 従 業 員 数

連 結 子 会 社 

株式会社ガーラ 
（英文表記 GALA INCORPORATED ）

1993年9月3日

2,171,582,304円

〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-12-22
渋谷プレステージ3F

http://www.gala.jp　

代表取締役グループCEO 菊川 曉
取締役グループCPO ホウ・ヒョン
  （Gala Networks Europe Ltd. CEO）
取締役  ジョン・ジーカン
  （Gala-Net Inc. CEO）
取締役  パク・スンヒョン
  （nFlavor Corp.
   兼Aeonsoft Inc. 代表理事社長）
取締役  金 志芸
  （株式会社ガーラジャパン代表取締役 CEO）
社外取締役 田中 最代治
  （株式会社田中経営研究所 代表取締役）
社外監査役（常勤） 　鍛治 豊顕
社外監査役  江原 淳
  （専修大学ネットワーク情報学部教授）
社外監査役  相馬 健夫
  （株式会社ネートラーニング常勤監査役）

449名（2010年3月31日時点における正社員数）

株式会社ガーラウェブ／株式会社ガーラバズ／
株式会社ガーラジャパン／ Gala-Net Inc.（米国）
Gala Networks Europe Ltd.（アイルランド）／
Aeonsoft Inc.（韓国）／nFlavor Corp.（韓国）

問い合わせ先　株式会社ガーラ　グループマネジメント室
TEL 03-5778-0324  FAX 03-5778-0340
E-mail ir@gala.jp

会社概要
証 券 コ ー ド

上 場 市 場

事 業 年 度

定 時 株 主 総 会

基 準 日

公告をする方法

株主名簿管理人 

郵 便 物 送 付 先 

（ 電 話 照 会 先 ）

4777

大阪証券取引所
ニッポン･ニュー･マーケット－「ヘラクレス」

毎年4月1日から翌年3月31日まで

毎年6月下旬

定時株主総会については3月31日、その他必要が
ある場合は取締役会の決議により、あらかじめ公告
して定めます。

電子公告（http://www.gala.jp）　

東京都港区芝三丁目33番1号
中央三井信託銀行株式会社

〒168-0063  東京都杉並区和泉二丁目8番4号
中央三井信託銀行株式会社　証券代行部

0120-78-2031（フリーダイヤル）
取次事務は中央三井信託銀行株式会社の全国各支店なら
びに日本証券代行株式会社の本店及び全国各支店で行って
おります。

株主メモ

（住所変更のお申出先について）
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座を開設されました株主様は、特別口座の
口座管理機関である中央三井信託銀行株式会社にお申出ください。
また、株券電子化実施に伴い、株主様のご住所・お名前の文字に、株式会社証券保管
振替機構（ほふり）が振替制度で指定していない漢字等が含まれている場合は、その
全部または一部をほふりが指定した文字またはカタカナに変換して、株主名簿にご登
録しております。

（2010年6月26日現在）

アンケートにご協力ください

URL : http://www.gala.jp/enq
前回のアンケートでは、株主の皆様から貴重なご意見をいただ
き、誠にありがとうございました。今回も今後のIR活動（株主・投
資家の皆様との対話活動）の参考とさせていただきたいと考え
ております。お手数ですが、同封のアンケートはがきにご記入の
上ご返送いただくか、上記URLにアクセスの上、ご回答いただき
ますよう、お願い申し上げます。
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