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連 結 財 務 ハ イ ラ イ ト

当中間期におきましては、データマイニング事業での(株)

ニューズウォッチの「CSウォッチ」の独占的一次代理店契

約等の業務提携が業績に寄与したものの、大型新規コミュニ

ティ案件の導入が少なかったことから、売上高は257,964

千円（前年同期比16.7％減）となりました。

また、販売費及び一般管理費は経費削減を推進してまいり

ました結果、人件費削減等により254,128千円（前年同期

比9.4％減）とほぼ1割の削減となり、営業損失72,405千

円（前中間期 営業損失68,668千円）、経常損失 72,218

千円（前中間期 経常損失68,493千円）と損失幅が拡大す

るに至りました。

また、デジタルアーツ(株)の「NET iScope」の事業譲受

に伴う営業権の一括償却等により特別損失143,683千円を

計上いたしました。これにより当中間純損失214,829千円

（前中間期 中間純損失78,672千円）を計上するに至りま

した。

※なお、2002年7月1日付で、オプトインメールサービス「インフォアットメール」を営業譲渡し
たため、メール広告事業を中止いたしました。
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まず、ご報告に際しまして、私から経営陣を代表して株主の

皆様にお詫びを申し上げます。

当中間期は、事業再編に努めてまいりましたが、中間純損失

計上という大変残念な結果であったこと、第9期（2002年3月

期）から3期連続して営業損失を計上するに至っていることも

あり、業績回復に至らなかったことを、重く受け止め、株主の

皆様にこの場を借りてお詫びいたします。

これらの状況を解消すべく、経営計画の抜本的見直しによる

事業再編等に着手しており、業績への効果は下半期より発現す

るものと期待しております。今後も引き続き実効的な施策を検

討・実施することにより、損益改善を強力に推進していく所存

であります。

今後とも、より一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い

申し上げます。

当中間期を振り返って

当社におきましては、コミュニティを活用し、マーケティン

グ活動を企業と消費者が共同で行い共存共栄を実現する「コラ

ボレーティブ・マーケティング」を提唱し、その関連サービス

の提供に注力してまいりました。

コミュニティ・ソリューション事業におきましては、当中間

期の納品が少なかったものの、下半期に大型コミュニティの納

品を予定しておりその準備に注力してまいりました。

データマイニング事業においては、企業のインターネット情

報に対してのリスクマネジメント需要が高まっており、情報ク

リッピングサービスにおける事業買収や業務提携を進め、収益

の拡大に努めてまいりました。これらの結果、同サービスにお

ける提供社数は161社（前連結会計年度末76社）となり、大

きく拡大いたしました。

また、米国に「GALA-NET,INC.」を設立し、次のステップ

に向けた準備活動も実施してまいりました。

今後の取り組み

第12期（2005年3月期）は、営業利益ベースでの黒字確保

を最優先目標としております。当中間期は事業再編、コスト削

減、事業買収、業務提携等を実施してまいりましたが、黒字化

は未達成であります。なお、これら中間期に実施しました各施

策による効果は下半期に業績に寄与してくると見込んでおり、

下半期では黒字化が達成できると見込んでおります。また、通

期におきまして営業利益ベースでの黒字確保達成のため、引き

続き各種施策の検討をすすめ、可能なものは全て実施していく

所存であります。

また、これらの施策の実施が、早期の収益基盤の確立になる

と考えております。

中長期的には、コミュニティを核とした、ビジネス展開を考

えており、2005年1月からは米国事業を本格的に開始する予定

であります。国内外において、「コラボレーティブ・マーケティ

ング・ソリューション・カンパニー」として、企業や社会の健

全な発展に貢献していきたいと思います。

株主の皆様におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
第12期の中間事業報告書をお届けするにあたり、ご挨拶申し上げます。

「コラボレーティブ・マーケティング・ソリューション・カンパニー」として、
競争優位性を高め、早期の収益基盤の確立を目指します。

株 主 の 皆 様 へ

菊川 曉
代表取締役社長
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当社は、早期の業績回復と収益基盤の確立を目指して、経営計画の抜本的見直しを図り、中長期経営計画に基づ

いた事業再編を実施しております。

前下期から当中間期にかけて、これに基づく事業計画によりさまざまな施策を実施してまいりました。

これらの効果および業績寄与は当下期以降に発現するものと見込んでおります。

1. Community Marketing Solution

Community
Marketing
Solution

Community
Monitoring

Community
Market Place

事業会社のマーケティング・ソリューションとして
オンライン・コミュニティを販売

B to Bコミュニティ・ソリューションの確立

3. Community Market Place

オンライン・コミュニティの来訪ユーザー向けに、 
付加価値サービスを提供

課金によるB to Cモデルの確立

2. Community Monitoring

ネット上のコミュニティで発生した会話を
リスク管理やマーケティングに活かす

B to Bデータマイニング・ソリューションの確立

特 集 ： 事 業 展 開

■コミュニティを核とした事業を展開
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2005年3月期 2006年3月期 2007年3月期

事務所賃借料

○事務所移転

下半期の月額賃借費用を削減

賃借費用（前期比）
△10% △6,000千円

ソフトウェア償却費

○事業再編に伴うソフトウェア除却

○ソフトウェア償却期間の変更

償却費（前期比）
△30% △12,000千円

人件費

○事業再編による人員計画

○一部業務の外注化

人件費（前期比）
△20% △55,000千円

全体

○全社で全体的なコスト削減を実施

販売費及び一般管理費（前期比）
△13% △70,000千円　の削減を目指す

営業利益
▼

黒字確保

当期純利益
▼

黒字確保
月次での恒常的な
営業利益計上

当期純利益
▼

黒字確保
四半期での恒常的な
純利益計上

「事業の選択と集中」の再着手

○収益率を重視し、不採算サービスから撤退

○労働集約的サービスについて、業務体制の見直し

○現状の企業規模で、収益を最大化するサービス数へ

○事業部別組織への移行

○収益見込みのないソフトウェアの除却

■業績目標

■事業（サービス）の再編

■コスト削減
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◆コミュニティ供給事業 
　　● コミュニティＡＳＰ 
　　● コミュニティ運営 
　　● 『ワーズナビ』 
　　● 『ドリームコミュニティ』 → 中止 
 
◆コンテンツセキュリティ事業 
　　● 『サイバーコップス』 
 
◆データマイニング事業 
　　● 『ｅ－マイニング』 
　　● 『バイラルリサーチ』 → 中止 
　　● マーケティング・コンサルティング　 
　　● その他マーケティング　 
 
◆インターネット広告代理事業等 
　　● キャンペーン受託・運営 
　　● ワーズナビ広告ネットワーク → 中止 
 
◆その他システム開発、ホームページ制作等 
   → （原則システム開発は中止） 

◆コミュニティ・ソリューション事業 
    ★ コミュニティＡＳＰ 
     ● コミュニティ運営 
     ● 『ワーズナビ』 
     ● 『サイバーコップス』 
     ● コミュニティ・マーケティング・コンサルティング 
     ● キャンペーン受託・運営 
    ★ライト・コミュニティASP (新サービスを予定) 
 
◆データマイニング事業 
    ★ 『ｅ－マイニング』 
     ● 『ｅ－マイニング Quick』 
     ● 『CSウォッチ』（販売代理店） 
    ★ 『バイラルリサーチ』 (新サービスを予定)  
     ● その他マーケティング 
 
 
 
 
◆ホームページ制作事業等 

2004年3月期 2005年3月期 

※その他に、メリットメール事業化中止、画像フィルタリングソフト開発中止、X’masイベントコミュニティの中止 
※★印が事業収益の柱として位置付けているサービスです。 

■「事業の選択と集中」を目的とした事業再編

■事業買収・業務提携

事業買収
デジタルアーツ(株)から、2004年9月30日付で、情報ク

リッピングサービス「NET iScope」を譲受価格1億円で譲り
受けました。
今般、業績向上に向けた事業再編計画の一環として、情報ク

リッピングサービス『ｅ－マイニング』の収益体制の強化を目
的に、デジタルアーツ(株)の「NET iScope」のクライアント
を引き継ぎ、シェアの拡大、収益率の向上を図ります。
なお、「NET iScope」は当社の『ｅ－マイニング』と同様

のサービスであり、2004年10月1日より、クライアント55
社につきまして、『ｅ－マイニング』提供へ移行する予定です。
なお、2004年10月30日現在で『ｅ－マイニング』への移行
を承諾したクライアントは37社となっております。

業務提携
2004年6月28日に、(株)ニューズウォッチとの間で、情報

クリッピングサービス等に関する業務提携契約を締結いたしま
した。

(株)ニューズウォッチは、掲示板の情報分析サービスである
「ＣＳウォッチ」やニュースの情報クリッピングサービスであ
る「NewsWatch/Brain」、「NewsWatch/Infocast」を提供
しております。
今般、当社および(株)ニューズウォッチにおいて、両社の販

売ネットワークを活用して販売の強化を行うとともに、両社の
サービスメニューの充実を図ることで、それぞれの売上高等業
績の向上と顧客のニーズに一層応えることを目的として、サー
ビスの販売に関する業務提携契約を締結いたしました。

<業務提携の内容>
1) 当社は、(株)ニューズウォッチの掲示板の情報分析サービス
「ＣＳウォッチ」の独占的一次代理店となりました。
2) 当社は、(株)ニューズウォッチのニュース配信サービス
「NewsWatch/Brain」、「NewsWatch/Infocast」の販売
代理店となりました。

3) (株)ニューズウォッチは、当社のインターネット上の情報ク
リッピングサービス『ｅ－マイニング』、『ｅ－マイニング
Quick』の販売代理店となりました。

事業再編により、「コミュニティ・マーケティング・ソリューション」を展開する「コミュニティ・ソリューション事業」と、
「コミュニティ・データマイニング」を展開する「データマイニング事業」を2本の柱として事業展開を実施しております。
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■活動状況

■株価の推移

■用語集

4月 ◇ 組織変更
～機能別組織から事業別組織へ～

◇ 菊川社長がデータマイニング事業部長に就任
～データマイニング事業の再編を本格的に開始～

5月 ◇ 第１１期　決算発表（5/19）

6月 ◇ 第１１回　定時株主総会（6/29）
◇ 第１１期　株主様向け事業説明会（6/29）
◇『ｅ－マイニング Quick』サービス開始
◇ 韓国で『サイバーコップス』の特許を取得
◇ (株)ニューズウォッチと業務提携
～「ＣＳウォッチ」の独占的一次販売代理店となる～

7月 ◇ 菊川社長がコミュニティ・ソリューション事業部長に就任
～コミュニティ・ソリューション事業の再編を本格的に開始～

8月 ◇ 第1四半期　決算発表（8/5）
◇ 米国子会社「GALA-NET,INC.」（100%子会社）をカリフォル
ニア州に設立

◇ 第3四半期納品予定の大型コミュニティ案件を受注

9月 ◇ 本社移転
◇ デジタルアーツ(株)の「NET iScope」事業の営業譲受を実施

□コミュニティ（コミュニティサイト）

関心や興味を共有する人々が集まる、情報交換などのコミュ
ニケーションを中心としたWebサイト。オンライン・コミュニ
ティとも言われている。

□コラボレーティブ・マーケティング

コラボレーティブは「共同制作で」という意味。コラボレーティ
ブ・マーケティングは、マーケティング活動を企業と消費者が共
同で行うマーケティング手法

□ソリューション・カンパニー

ソリューションは問題解決手法。ソリューション・カンパニーは、
企業の課題に対して解決策を提案し、実現する企業

□クリッピングサービス

多くの情報ソースから、必要なものだけを抜き出して配信する
サービス

□ B to C (Business to Consumer)

企業と一般消費者の電子商取引

□ B to B (Business to Business)

企業間の電子商取引

□モニタリング

監視する

□マーケット・プレイス

市場の意味。コミュニティ・マーケット・プレイスは、コミュニ
ティ自体がさまざまな市場となるビジネスモデル

□労働集約的サービス

提供するサービスが、人員が行う「作業」によって成立する
サービス形態。受託量に比例して作業量も増加する。

□ＡＳＰ（ASP = Application Service Provider）

インターネット経由によるアプリケーションソフトウェアの期間
貸し、カスタマイズ、サポート等のサービス提供

□バイラルリサーチ

企業の商品やサービスについて、消費者の口コミ情報や反応
を調査するサービス。「バイラル」は「感染的な」という意味で、
口コミをウィルスの感染・増殖に例えている。

□フィルタリング

情報ソースに対して、不明、不適切なものを取り除くこと
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■ インターネット上の企業のリスク情報や、マーケティング情報を

収集して提供する情報クリッピングサービス『ｅ－マイニング』

や、インターネット上で交わされる人々の“生の声”をもとに企

業や商品のブランドイメージ分析や、競合企業との比較などを行

うマーケティングリサーチサービス『バイラルリサーチ』などを

提供しています。

■ 当中間期においては、情報クリッピングサービスのサービス拡大

として、(株)ニューズウォッチの「CSウォッチ」の独占的一次販

売代理権の取得等の業務提携や、デジタルアーツ(株)の「NET

iScope」の営業譲受を実施するなど積極的に拡大施策を実施し

てまいりました。また、『ｅ－マイニング　Quick』を提供開始し

た効果もあり、『ｅ－マイニング』の契約件数も順調に推移して

まいりました。これらの結果、当サービスは引き続きシェアNo.1

となっております。

■『バイラルリサーチ』においては、事業再編計画に基づき、当中

間期に事業を中止し、新『バイラルリサーチ』システムの開発に

着手しており売上は受注残分のみとなりました。

■ 当事業の売上高は87,322千円（前年同期比10.0％増）となり

ました。

■ 当社の重視する指標である、情報クリッピングサービス等の継続

的収益は77,926千円（前年同期比36.6％増）となりました。

コミュニティ・ソリューション事業 データマイニング事業

■ コミュニティに関して独自に有する技術とノウハウを活用し、企

業のコミュニティの構築・運営を受託支援するほか、企業がコミュ

ニティサイトをビジネスに活かすための各種システムを提供して

います。

■ ユーザー参加型のマーケティング手段としてコミュニティを提供

しているほか、ユーザーが掲示板に投稿した文章内の特定のキー

ワードにリンクを貼り、ユーザーがその特定のキーワードに関連

する情報サイトに誘導する『ワーズナビ』、コミュニティ会員等へ

のメール配信システムなどを提供しています。

また、インターネット上の掲示板を対象に、誹謗中傷などの不

適切な投稿を未然に防ぐ、掲示板フィルタリングサービス『サイ

バーコップス』や、「不適切用語辞書」を提供しています。

■ 当中間期においては、コミュニティ関連については、大型納品が

少なく、下期の大型コミュニティ案件の納品への準備に注力いた

しました。また、コミュニティASPサービスの大口クライアント

の価格見直しや、『サイバーコップス』の大口クライアントの解約

も発生したことから、売上高は135,165千円（前年同期比

32.2％減）を計上いたしました。

■ 当社の重視する指標である、ASPサービス利用料や運営費等の継

続的収益は52,983千円（前年同期比4.4％減）となりました。

■ 韓国において2004年6月16日付で『サイバーコップス』に関す

る特許（特許 第0437544）を取得いたしました。

当社は、株式会社ガーラウェブおよびGALA-NET,INC.（共に100％子会社）とともに、オンライン・コミュニティを活用し、インターネット上で

のマーケティング活動を企業と消費者が共同で行い共存共栄を実現する、「コラボレーティブ・マーケティング」を提唱し、オンライン・コミュニ

ティの構築・運営およびその関連サービスを主な事業としております。

事 業 部 門 別 営 業 概 況 （ 連 結 ）
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■ ホームページ制作事業等は、(株)ガーラウェブを中心にウェブ構

築における企画・デザイン・システム開発等のサービスを提供し

ております。

■ 当中間期は(株)ガーラウェブにおいて、準備してきた携帯サイト

やモバイルサイト向けの制作に関する納品が行われました。また、

ウェブ制作に関する価格低下も下げ止まり感がみられており、売

上高は35,475千円（前年同期比14.2％増）となりました。

ホームページ制作事業等

■ 当中間期に米国子会社「GALA-NET,INC.」を設立いたしました。

■ 当中間期は事業展開のため、各種準備を実施いたしました。

2005年1月より人員を常駐させて本格的な事業活動を開始する

予定です。また、米国子会社では、当社の国内で行っているコミュ

ニティ・ソリューション事業を米国で事業展開する予定です。

海外展開

ホームページ制作事業等 

売上高構成比（12期中間） 

コミュニティ・ソリューション事業 データマイニング事業 

52.3% 33.9% 13.8%

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

10期 
2002年4月1日～ 
2003年3月31日 

11期 
2003年4月1日～ 
2004年3月31日 

12期中間 
2004年4月1日～ 
2004年9月30日 

■ コミュニティ・ソリューション事業売上高　（■ 中間期） （単位：千円） 

202,574 217,414 419,988

177,229 376,576199,277

135,165

0 50,000 100,000 150,000 200,000

10期 
2002年4月1日～ 
2003年3月31日 

11期 
2003年4月1日～ 
2004年3月31日 

12期中間 
2004年4月1日～ 
2004年9月30日 

（単位：千円） ■ データマイニング事業売上高　（■ 中間期） 

86,535 88,517

83,790

175,053

163,19479,403

87,322

0 20,000 40,000 60,000 80,000

10期 
2002年4月1日～ 
2003年3月31日 

11期 
2003年4月1日～ 
2004年3月31日 

12期中間 
2004年4月1日～ 
2004年9月30日 

 ■ ホームページ制作事業等売上高　（■ 中間期） （単位：千円） 

32,876 44,679

31,069 34,477

77,555

65,547

35,475
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中間連結貸借対照表（要約）

当中間期は、営業活動による支出、(株)ニューズウォッチとの業務提携による
商品仕入、デジタルアーツ(株)の「Net iScope」の営業譲受による支出があり、
残高が大きく減少いたしました。

当中間期に、(株)ニューズウォッチとの業務提携によりパッケージソフトウェ
ア商品を仕入れました。これらの商品は、下期以降に販売する予定であります。

当社は、自社利用のソフトウェアの減価償却方法について利用可能期間（5年）
見直しを行い、当期から社内における利用可能期間（3年）に基づく定額法に
変更しております。この変更は、ソフトウェアは技術革新のスピードが極めて
速く、短期的に価格性能が向上することから、実際の使用状況を勘案して、よ
り適正な期間損益計算を行うという観点から実施したものであります。この変
更に伴い、期首において特別償却28,644千円を実施したためソフトウェアが
減少いたしました。

当中間期にコスト削減のため、本社を移転いたしました。このため旧事務所お
よび新事務所の保証金が計上されております。

第11回定時株主総会（2004年6月29日開催）の決議により、資本準備金を
取崩すことにより欠損の填補に充てることとさせていただきました。

E

D

C

B

A

（単位：千円） （単位：千円）

B

A

連 結 財 務 諸 表

12期中間 11期中間 11期
2004年9月30日現在 2003年9月30日現在 2004年3月31日現在

資産の部

I 流動資産 309,088 473,205 484,560

1.現金及び預金 149,139 295,999 357,923

2.受取手形及び売掛金 83,792 161,180 104,841

3.たな卸資産 51,877 － －

4.その他 24,279 16,025 21,794

II 固定資産 239,926 364,303 247,549

1.有形固定資産 59,822 62,785 53,238

（1）工具器具備品 48,832 56,807 47,709

（2）その他 10,990 5,977 5,529

2.無形固定資産 54,155 208,388 93,057

（1）ソフトウェア 41,724 185,871 75,937

（2）連結調整勘定 4,921 14,765 9,843

（3）その他 7,509 7,752 7,276

3.投資その他の資産 125,948 93,129 101,253

（1）投資有価証券 28,192 21,530 30,535

（2）敷金及び保証金 79,199 49,919 49,963

（3）その他 18,569 21,679 20,781

資産合計 549,015 837,509 732,110

12期中間 11期中間 11期
2004年9月30日現在 2003年9月30日現在 2004年3月31日現在

負債の部

I 流動負債 117,171 127,486 90,276

1.買掛金 25,946 36,937 34,766

2.未払金 63,089 51,706 17,644

3.賞与引当金 14,246 19,402 15,835

4.その他 13,888 19,439 22,029

II 固定負債 2,982 800 3,428

1.長期借入金 － 800 －

2.繰延税金負債 2,982 － 3,428

負債合計 120,154 128,286 93,704

少数株主持分

少数株主持分 － － －

資本の部

I 資本金 610,157 607,100 607,100

II 資本剰余金 31,268 430,500 430,500

III 利益剰余金 △216,980 △328,377 △404,189

IVその他有価証券評価差額金 4,345 － 4,995

V 為替換算調整勘定 69 － －

資本合計 428,860 709,222 638,405

負債、少数株主持分及び資本合計 549,015 837,509 732,110

科目
期別

科目
期別
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中間連結損益計算書（要約） 中間連結キャッシュ・フロー計算書（要約）
（単位：千円） （単位：千円）

F

G

G

B

G

12期中間 11期中間 11期
2004年4月1日～ 2003年4月1日～ 2003年4月1日～
2004年9月30日 2003年9月30日 2004年3月31日

I 売上高 257,964 309,750 605,248

II 売上原価 76,241 98,030 201,434

売上総利益 181,723 211,720 403,814

III 販売費及び一般管理費 254,128 280,388 571,754

営業利益 △72,405 △68,668 △167,939

IV 営業外収益 202 312 866

V 営業外費用 15 137 169

経常利益 △72,218 △68,493 △167,242

VI 特別利益 1,637 6,718 125,320

VII 特別損失 143,683 16,333 111,433

税金等調整前中間（当期）純利益 △214,264 △78,107 △153,355

法人税、住民税及び事業税 565 565 1,130

中間（当期）純利益 △214,829 △78,672 △154,485

12期中間 11期中間 11期
2004年4月1日～ 2003年4月1日～ 2003年4月1日～
2004年9月30日 2003年9月30日 2004年3月31日

I 営業活動によるキャッシュ・フロー △92,456 △114,674 △130,403 

税金等調整前中間（当期）純利益 △214,264 △78,107 △153,355 

減価償却費 151,790 31,675 65,599 

賞与引当金の減少額 △1,589 △4,581 △8,148 

投資有価証券売却益 － － △118,571 

無形固定資産除却損 － 8,685 102,164 

売上債権の減少（△増加）額 21,049 △64,896 △8,558 

たな卸資産の増加額 △51,000 － －

仕入債権の減少額 △8,820 △2,154 △4,324 

未払消費税等の減少額 － △17,663 △17,663 

未収消費税等の増加（△減少）額 2,963 － △7,404 

その他 7,413 12,368 19,859 

II 投資活動によるキャッシュ・フロー △120,262 19,692 200,240 

定期預金の払出による収入 － 50,000 150,000 

有形固定資産の取得による支出 △6,643 △16,184 △20,425 

無形固定資産の取得による支出 △4,175 △17,992 △41,452 

投資有価証券の売却による収入 － － 119,790 

営業譲受による支出 △80,000 － －

保証金の支出 △29,279 － －

その他 △164 3,868 △7,670 

III 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,864 △9,560 △12,455 

長期借入金の返済による支出 △2,000 △9,611 △12,506 

その他 5,864 50 50 

IV 現金及び現金同等物に係る換算差額 69 － －

V 現金及び現金同等物の増加額 △208,853 △104,542 57,381 

VI 現金及び現金同等物の期首残高 357,923 300,542 300,542 

VII 現金及び現金同等物の中間（期末）残高 149,139 195,999 357,923 

人員の減少に伴い人件費が減少いたしました。これにより販売費及び一般
管理費も減少いたしました。

ソフトウェアの減価償却方法について見直しを行い期首において特別償却
28,644千円を実施いたしました。
また、デジタルアーツ(株)の「NET iScope」の営業譲受に伴う営業権
100,000千円を、その効果の発現する期間を合理的に見積もることが困
難であるため一括で償却いたしました。

G

F

科目
期別

科目
期別



株式会社ガーラ

問い合わせ先：株式会社ガーラ 管理本部
Tel: (03) 5778-0324  Fax: (03) 5778-0340 
E-mail:  ir@gala.jp

（2004年9月30日現在）

会 社 概 要

設立 1993年9月3日

資本金 6億1,015万7,417円

本社所在地 〒150-0012 東京都渋谷区渋谷3-12-22
渋谷プレステージ3F

ホームページアドレス http://www.gala.jp/

取締役および監査役 取締役会長 村本理恵子

代表取締役社長 菊川曉

取締役 川手広樹
（株式会社ガーラウェブ代表取締役）

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）岡田行進

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
（株式会社ネットラーニング常勤監査役）

従業員数 28名（連結における正社員数）

連結子会社 株式会社ガーラウェブ、 GALA-NET,INC.

株 主 メ モ

決算期日 3月31日

証券コード 4777

上場市場 大阪証券取引所

ニッポン・ニュー・マーケット－「ヘラクレス」

定時株主総会 毎営業年度の翌日から3ヶ月以内

基準日 定時株主総会については3月31日、その他必要のあ
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。

公告掲載新聞 日本経済新聞

貸借対照表および http://www.gala.jp/kessan/
損益計算書掲載の
ホームページアドレス

名義書換代理人 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

同事務取扱所 〒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
電話（03）3323-7111（代表）

同取次所 中央三井信託銀行株式会社　全国各支店

日本証券代行株式会社　本店および全国各支店

1単位の株式数 1株

（お知らせ）

住所変更および名義書換請求に必要な各用紙ご請求は、名義書換代理人の

フリーダイヤルまたはホームページにて24時間受付ております。

フリーダイヤル 0120-87-2031

ホームページアドレス http://www.chuomitsui.co.jp/person/p_06.html


