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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第14期

第２四半期
連結累計期間

第15期
第２四半期
連結累計期間

第14期

会計期間
自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日

自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日

自 平成24年９月１日
至 平成25年12月31日

売上高 (千円) 7,119,494 9,585,648 20,993,462

経常利益又は経常損失(△） (千円) △727,054 700,010 △941,847

四半期純利益又は四半期(当期)
純損失(△)

(千円) △597,603 541,580 △2,563,825

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △633,688 546,545 △2,602,905

純資産額 (千円) 2,522,074 6,211,763 4,007,397

総資産額 (千円) 7,405,994 9,258,238 8,697,635

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期(当期)純損失金額(△)

(円) △23.80 16.40 △93.58

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 15.83 －

自己資本比率 (％) 33.5 66.5 45.5

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,708,956 302,276 △1,316,117

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △1,633,985 △492,371 △2,507,945

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 3,643,973 △424,265 6,363,713

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 2,253,653 3,974,205 4,512,310
 

 

回次
第14期

第２四半期
連結会計期間

第15期
第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成24年12月１日
至 平成25年２月28日

自 平成26年４月１日
至 平成26年６月30日

１株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額(△)

(円) △17.35 14.74
 

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高には、消費税等は含まれておりません。

３．第14期第２四半期連結累計期間及び第14期の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額について

は、１株当たり四半期(当期)純損失であるため、記載しておりません。

４．第14期は決算期の変更により、平成24年９月１日から平成25年12月31日までの16ヶ月の変則決算となってお

ります。これに伴い、第14期第２四半期連結累計期間と第15期第２四半期連結累計期間とは対象期間が異

なっております。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社及び当社の関係会社において営まれている事業の内容について重要な

変更はありません。

また、主要な関係会社の異動は、以下のとおりであります。

 
（ゲーム事業）

当第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったメディアインクルーズ株式会社は、当社を存続

会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。

 

この結果、平成26年６月30日現在では、当社グループは、当社、連結子会社４社及び持分法適用関連会社１社に

より構成されております。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のう

ち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事

業等のリスク」についての重要な変更はありません。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当第２四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであり

ます。

（1）経営成績の分析

当社グループは、前連結会計年度より決算期を８月31日から12月31日に変更しております。これに伴い、当第

２四半期連結累計期間（平成26年１月１日～平成26年６月30日）は、比較対象となる前第２四半期連結累計期間

（平成24年９月１日～平成25年２月28日）と対応する期間が異なることから、前年同四半期の比較については記

載しておりません。

■ 当第２四半期連結会計期間の売上高は、5,160,104千円となり、第１四半期連結会計期間比16.6%の増加となり

ました。

■ 売上高の増加要因は、以下の通りです。

・「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」の日本国内での売上が続伸。アニメ２期の放映（４月～

６月）の効果もあり、売上高は毎月過去最高を記録。

・「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」の海外版も好調な出足を記録。

・2014年度に新規リリースした「天空のクラフトフリート」及び「テイルズオブアスタリア」も売上が堅調に

推移。

■ 費用面では、引き続き固定費の削減を実施しました。

・第１四半期連結会計期間にて実施した人員整理の結果、人件費は第１四半期連結会計期間比で82,832千円の

削減。

・KLab America（米国）にて開発したオリジナルタイトル「Crystal Casters」の不振を受け、現地社員を削

減。

・昨年度末に本社オフィスの１フロアの返却を決定したことに加えて、当第２四半期連結会計期間に本社オ

フィスの残る２フロアのうち１フロアの返却を決定。

■ この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高9,585,648千円、営業利益696,169千円、経常利益

700,010千円、四半期純利益541,580千円となりました。　
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（2）財政状態の分析

（資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における資産合計は9,258,238千円となり、前連結会計年度末に比べ、560,603千

円の増加となりました。

流動資産合計は7,429,909千円となり、前連結会計年度末に比べ、561,463千円の増加となりました。これは主

に、売掛金の増加によるものであります。

固定資産合計は1,828,329千円となり、前連結会計年度末に比べ、860千円の減少となりました。これは主

に、敷金及び保証金の減少によるものであります。

 
（負債の部）

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は3,046,475千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,643,762

千円の減少となりました。

流動負債合計は2,969,134千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,611,351千円の減少となりました。これは

主に、短期借入金の減少によるものであります。

固定負債合計は77,340千円となり、前連結会計年度末に比べ、32,410千円の減少となりました。これは主に、

長期借入金の減少によるものであります。

 
（純資産の部）

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は6,211,763千円となり、前連結会計年度末に比べ、

2,204,365千円の増加となりました。これは主に、資本金、資本剰余金の増加によるものであります。

　

（3）キャッシュ・フローの分析

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は、前連結会計

年度末に比べ538,104千円減少し3,974,205千円となりました。

当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

　

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果取得した資金は302,276千円（前年同四半期は1,708,956千円の支出）となりました。これは主

に、税金等調整前四半期純利益の計上682,192千円、法人税等の支払額64,895千円によるものであります。

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果支出した資金は492,371千円（前年同四半期は1,633,985千円の支出）となりました。これは主

に、無形固定資産の取得による支出371,184千円、敷金及び保証金の差入による支出55,942千円によるものであ

ります。

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果支出した資金は424,265千円（前年同四半期は3,643,973千円の取得）となりました。これは主

に、短期借入金の純減2,050,000千円、株式の発行による収入1,600,000千円によるものであります。

 

(4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条３号に掲げる事項）は次のとおりであります。
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① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、金融商品取引所に株式を上場している者として、市場における当社株式の自由な取引を尊重し、特定

の者による当社株式の大規模買付行為であっても、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益の確保・向

上に資するものである限り、これを一概に否定するものではありません。また、最終的には株式の大規模買付提

案に応じるかどうかは株主の皆様の決定に委ねられるべきだと考えています。

ただし、株式の大規模買付提案の中には、例えばステークホルダーとの良好な関係を保ち続けることができな

い可能性があるなど、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を損なう虞のあるものや、当社グループ

の価値を十分に反映しているとは言えないもの、あるいは株主の皆様が最終的な決定をされるために必要な情報

が十分に提供されないものもありえます。

そのような提案に対して、当社取締役会は、株主の皆様から負託された者の責務として、株主の皆様のため

に、必要な時間や情報の確保、株式の大規模買付提案者との交渉などを行う必要があると考えています。

 

② 基本方針の実現に資する特別な取組み

コーポレート・ガバナンスの強化

当社では、コーポレート・ガバナンスの目的について、株主、取引先、従業員、更には利用者、地域社会など

のステークホルダーの信頼と期待に応え、企業価値を高めるべく、経営の効率化を図るとともに健全性・透明性

を確保することにあると考えております。かかる目的を達するためには、役員の選任、報酬の決定、経営の監

視、コンプライアンスの実施等により、経営に対する監督並びに監査等が実効的に行われることが肝要であり、

当社は、コーポレート・ガバナンスの強化・充実を図ることについて、経営上の最重要課題の一つと位置づけて

おります。

また、当社では、経営の効率化並びに健全性・透明性の確保の一環として、執行役員制度を導入しており、経

営方針を決定する取締役会と業務執行を行う執行役員を明確に分離することにより、業務執行の効率化を図って

おります。加えて、社外監査役（３名）及び社外取締役（２名）により取締役会の監督機能を高め、経営の健全

性・透明性の確保に努めております。

今後もコーポレート・ガバナンスの実効性をより一層高める取り組みを推進してまいります。

 
③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための取

組み

ⅰ．当社株式等の大規模買付行為に関する対応策（事前警告型買収防衛策）（以下、「本プラン」といいます。）

本プランは、当社グループの企業価値ひいては株主共同の利益を確保・向上させることを目的として、上記に

記載の基本方針に沿って導入するものであり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルー

ルを明確にし、株主の皆様が適切な判断をするために必要かつ十分な情報及び時間、並びに大規模買付行為を行

おうとする者との交渉の機会を確保することを目的としています。

 

ⅱ．本プランの内容

本プランは、以下のとおり、当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者が遵守すべきルールを策定すると

ともに、一定の場合には当社が対抗措置をとることによって大規模買付行為を行おうとする者に損害が発生する

可能性があることを明らかにし、これらを適切に開示することにより、当社グループの企業価値ひいては株主共

同の利益に資さない当社株式等の大規模買付行為を行おうとする者に対して、警告を行うものです。

また、本プランでは、対抗措置の発動等にあたって、当社取締役会の恣意的判断を排除し、取締役会の判断及

び対応の客観性、合理性を確保するための機関として独立委員会を設置し、発動の是非について当社取締役会へ

の勧告を行う仕組みとしています。独立委員会は、独立委員会規定に従い、当社社外取締役、当社社外監査役、

又は社外の有識者（実績のある会社経営者、官庁出身者、弁護士、公認会計士若しくは学識経験者又はこれらに

準じる者）で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した者のみから構成されるものとします。
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①本プランに係る手続き

A．対象となる大規模買付け等

本プランは以下のa又はbに該当する当社株式等の買付け又はこれに類似する行為（ただし、当社取締役会が

承認したものを除きます。当該行為を、以下、「大規模買付け等」といいます。）がなされる場合を適用対象

とします。大規模買付け等を行い、又は行おうとする者（以下、「買付者等」といいます。）は、予め本プラ

ンに定められる手続きに従わなければならないものとします。

a．当社が発行者である株式等について、保有者の株式等保有割合が20％以上となる買付け

b．当社が発行者である株式等について、公開買付けに係る株式等の株式等所有割合及びその特別関係者の株式

等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

B．意向表明書の当社への事前提出

買付者等におきましては、大規模買付け等の実行に先立ち、当社取締役会に対して、当該買付者等が大規模

買付け等に際して本プランに定める手続きを遵守する旨の誓約文言等を記載した書面（以下、「意向表明書」

といいます。）を当社の定める書式により日本語で提出していただきます。

C．本必要情報の提供

上記Bの意向表明書をご提出いただいた場合には、買付者等におきましては、当社に対して、大規模買付け等

に対する株主及び投資家の皆様のご判断並びに当社取締役会の評価・検討等のために必要かつ十分な情報（以

下、「本必要情報」といいます。）を日本語で提供していただきます。

D．取締役会評価期間の設定等

当社取締役会は、情報提供期間が終了した日の翌日を起算日として、大規模買付け等の評価の難易度等に応

じて、以下のa又はbの期間を、当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案立案のための期間

（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定し、速やかに開示いたします。

a．対価を現金（円貨）のみとする当社全株式等を対象とした公開買付けの場合には最大60日間

b．その他の大規模買付け等の場合には最大90日間

ただし、上記abいずれにおいても、取締役会評価期間は取締役会が合理的に必要な事由があると認める場合

に限り、延長できるものとします。（延長の期間は最大30日間とします。）

E．対抗措置の発動に関する独立委員会の勧告

独立委員会は、取締役会評価期間内に、上記Dの当社取締役会による評価、検討、交渉、意見形成及び代替案

立案と並行して、以下の手続きに従い、当社取締役会に対して対抗措置の発動の是非に関する勧告を行うもの

とします。その際、独立委員会の判断が当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上に資するようになされ

ることを確保するために、独立委員会は、当社の費用で、当社の業務執行を行う経営陣から独立した外部専門

家の助言を得ることができるものとします。

F．取締役会の決議

当社取締役会は、上記Eに定める独立委員会の勧告を最大限尊重するものとし、当該勧告を踏まえて当社の企

業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から、速やかに対抗措置の発動又は不発動の決議を行うもの

とします。

G．対抗措置発動の停止

当社取締役会が上記Fの手続きに従い対抗措置の発動を決議した後又は発動後においても、買付者等が大規模

買付け等を中止した場合又は対抗措置を発動するか否かの判断の前提となった事実関係等に変動が生じ、か

つ、当社の企業価値・株主共同の利益の確保・向上という観点から対抗措置の発動が相当でないと考えられる

状況に至った場合には、当社取締役会は、対抗措置発動の停止の決議を行うものとします。

H．大規模買付け等の開始

買付者等は、本プランに規定する手続きを遵守するものとし、取締役会において対抗措置の発動又は不発動

の決議がなされるまでは大規模買付け等を開始することはできないものとします。
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ⅲ．本プランにおける対抗措置の具体的内容

当社取締役会が上記①Fに記載の決議に基づき発動する対抗措置は、新株予約権（以下、「本新株予約権」とい

います。）の無償割当てとします。

本新株予約権に、譲渡については当社取締役会の承認を要するものとする譲渡制限、買付者等及びその関係者

による権利行使は認められないという行使条件が付されることが予定されています。

 

ⅳ．本プランの有効期間、廃止及び変更

本プランの有効期間は、平成24年10月22日から平成26年12月期に関する定時株主総会終結の時までとなってお

ります。

 

ⅴ．本プランの合理性

本プランは、経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利益の確保又は向

上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則、事前開

示・株主意思の原則、必要性・相当性確保の原則）を充足しており、かつ、企業価値研究会が平成20年６月30日

に公表した「近時の諸環境の変化を踏まえた買収防衛策の在り方」の内容を踏まえております。

①企業価値・株主共同の利益の確保・向上の原則

②事前開示・株主意思の原則

③必要性・相当性確保の原則

 A．独立性の高い社外者の判断の重視と情報開示の徹底

 B．合理的な客観的発動要件の設定

 C．デッドハンド型若しくはスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

(5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、158,956千円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。

 

(6）従業員数

前連結会計年度末時点における従業員数は966名になっておりましたが、その後の業績の悪化をうけコスト構造

の抜本的な改革を図るため、人員削減を進めました。その結果、第１四半期連結会計期間末における従業員数は

825名となっておりました。

当第２四半期連結会計期間においては、新卒者の採用を行ったことに伴い、当第２四半期連結会計期間末にお

ける従業員数は843名となっております。

なお、当社グループの従業員は複数のセグメントに就業しているため、セグメント別の記載はしておりませ

ん。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 93,618,000

計 93,618,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類

第２四半期
会計期間末

現在発行数(株)
(平成26年６月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成26年８月12日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 35,250,600 36,618,500
東京証券取引所
(市場第一部)

 完全議決権株式であり、
株主としての権利内容に何
ら限定のない当社における
標準となる株式でありま
す。
 また、単元株式数は100
株となっております。

計 35,250,600 36,618,500 ― ―
 

(注) １．提出日現在発行数には、平成26年８月１日から四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

２．平成26年７月１日から平成26年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

1,367,900株増加しております。
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(2) 【新株予約権等の状況】

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権は、次のとおりであります。

第12回新株予約権

決議年月日 平成26年３月７日

新株予約権の数(個) 4,260

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数(株）
426,000

(注) １. (注) ２．(注) ３．

新株予約権の行使時の払込金額(円)
671

(注) ３．

新株予約権の行使期間
自　平成26年４月26日
至　平成38年４月25日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額(円)

発行価格   　　　　　　　676.37
資本組入額 　　　　  　 338.185

新株予約権の行使の条件

①　新株予約権の割当てを受けた者（以下「新株予約
権者」という。）は、平成26年12月期の事業年度
にかかる当社が提出した有価証券報告書に記載さ
れる監査済みの当社連結貸借対照表及び連結損益
計算書において、連結売上高及び有利子負債残高
が次のⅰに掲げる条件を満している場合に、割当
てを受けた新株予約権のうち次のⅱに掲げる割合
を限度として新株予約権を行使することができ
る。この場合において、かかる割合に基づき算出
される行使可能な新株予約権の個数につき１個未
満の端数が生ずる場合には、かかる端数を切り捨
てた個数の新株予約権についてのみ行使すること
ができるものとする。また、国際財務報告基準の
適用等により参照すべき勘定科目の概念に重要な
変更があった場合には、別途参照すべき指標を取
締役会にて定めるものとする。
ⅰ平成26年12月期の連結貸借対照表上の有利子負
債残高が金20億円以下であり、かつ連結売上高
が金186億円以上である場合

ⅱ新株予約権者が割当てを受けた新株予約権の総
数の２分の１までを平成27年４月26日から平成
38年４月25日までの期間に行使することがで
き、平成28年４月26日から平成38年４月25日ま
での期間にすべてを行使することができる。

②　新株予約権者は、権利行使時まで継続して、当社
の取締役、監査役等の役員又は使用人、当社子会
社の取締役、監査役等の役員又は使用人のいずれ
かの地位にあることを要する。ただし、当社取締
役会が正当な理由があるものと認めた場合にはこ
の限りではない。

③　新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合、
その相続人は新株予約権を行使することができな
い。

④　新株予約権者は、次のいずれかに該当する事由が
生じた場合には、新株予約権を行使することがで
きない。
ⅰ新株予約権者が禁錮刑以上の刑に処せられた場
合

ⅱ新株予約権者が当社と競合する業務を営む会社
を直接若しくは間接に設立し、又は当該会社の
取締役、監査役等の役員若しくは使用人に就任
するなど、名目を問わず当社と競業した場合
（ただし、当社の書面による事前の承認を得た
場合を除く。）

ⅲ新株予約権者が法令違反その他不正行為によ
り、当社の信用を損ねた場合

ⅳ新株予約権者が差押、仮差押、仮処分、強制執
行若しくは競売の申立てを受け、又は公租公課
の滞納処分を受けた場合
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決議年月日 平成26年３月７日

新株予約権の行使の条件

ⅴ新株予約権者が支払停止若しくは支払不能とな
り、又は振出し若しくは引き受けた手形若しく
は小切手が不渡りになった場合

ⅵ新株予約権者につき破産手続開始、民事再生手
続開始その他これらに類する手続開始の申立て
があった場合又は自らこれを申し立てた場合

ⅶ新株予約権者が就業規則に違反し、懲戒処分を
受けた場合

ⅷ新株予約権者が役員として果たすべき忠実義務
等に違反した場合

⑤　新株予約権１個未満の行使を行うことはできな
い。

新株予約権の譲渡に関する事項
譲渡による新株予約権の取得については，当社取締

役会の承認を要するものとする。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 (注) ４．
 

(注) １．新株予約権１個あたりの目的である株式の数（以下、「付与株式数」といいます。）は、100株でありま

す。また、本新株予約権は有償にて発行されており、本新株予約権の公正価値に相当する払込金額は、新株

予約権１個あたり537円であります。

２．付与株式数は、新株予約権の割当日後、当社が株式分割（当社普通株式の無償割当てを含む。以下同じ。）

又は株式併合を行う場合、次の算式により調整されるものとする。ただし、かかる調整は、新株予約権のう

ち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的である株式の数についてのみ行われ、調整の結果生じる

１株未満の端数については、これを切り捨てるものとする。

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割（又は併合）の比率
 

また、新株予約権の割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合

に準じ付与株式数の調整を必要とする場合には、合理的な範囲で付与株式数は適切に調整されるものとす

る。

３．新株予約権の割当日後、当社が株式分割又は株式併合を行う場合、次の算式により行使価額を調整し、調整

による１円未満の端数は切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整後行使価額 ×
１

分割（又は併合）の比率
 

また、新株予約権の割当日後、当社が当社普通株式につき時価を下回る価額で新株の発行又は自己株式の処

分を行う場合（新株予約権の行使に基づく新株の発行及び自己株式の処分並びに株式交換による自己株式の

移転の場合を除く。）は、次の算式により行使価額を調整し、調整による１円未満の端数は切り上げる。

 
調整後
行使価額

 
＝

 
調整前
行使価額

 
×

既発行
株式数

＋
新株発行株式数×１株あたり払込金額

新規発行前の１株あたりの時価

既発行株式数＋新株発行株式数
 

なお、上記算式において、「既発行株式数」とは、当社普通株式にかかる発行済株式総数から、当社普通株

式にかかる自己株式数を控除した数とし、また、当社普通株式にかかる自己株式の処分を行う場合には、

「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「１株当たり払込金額」を「１株当たり処分金額」に読

み替えるものとする。さらに、上記のほか、新株予約権の割当日後、当社が他社と合併する場合、会社分割

を行う場合、その他これらの場合に準じて行使価額の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で

適切に行使価額の調整を行うことができるものとする。
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４．当社が、合併（合併により当社が消滅する場合に限る。）、吸収分割、新設分割、株式交換及び株式移転

（以上を総称して以下、「組織再編行為」という。）を行う場合において、組織再編行為の効力発生日に新

株予約権者に対し、それぞれの場合につき、会社法第236条第１項第８号イからホまでに掲げる株式会社

（以下「再編対象会社」という。）の新株予約権を以下の条件に基づきそれぞれ交付することとする。ただ

し、以下の条件に沿って再編対象会社の新株予約権を交付する旨を、吸収合併契約、新設合併契約、吸収分

割契約、新設分割計画、株式交換契約又は株式移転計画において定めた場合に限るものとする。

（１）交付する再編対象会社の新株予約権の数

新株予約権者が保有する新株予約権の数と同一の数をそれぞれ交付する。

（２）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の種類

再編対象会社の普通株式とする。

（３）新株予約権の目的である再編対象会社の株式の数

組織再編行為の条件を勘案のうえ、上記２．に準じて決定する。

（４）新株予約権の行使に際して出資される財産の価額

交付される各新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、組織再編行為の条件等を勘案のうえ、

上記３．で定められる行使価額を調整して得られる再編後行使価額に上記（３）に従って決定される当該

新株予約権の目的となる再編対象会社の株式の数を乗じた額とする。

（５）新株予約権を行使することができる期間

上記新株予約権の行使期間の初日と組織再編行為の効力発生日のうち、いずれか遅い日から、上記新株予

約権の行使期間の末日までとする。

（６）新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金に関する事項

上記新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格及び資本組入額に準じて決定する。

（７）譲渡による新株予約権の取得の制限

譲渡による取得の制限については、再編対象会社の取締役会の決議による承認を要するものとする。

（８）その他新株予約権の行使の条件

上記新株予約権の行使の条件に準じて決定する。

（９）新株予約権の取得事由及び条件

①　当社が消滅会社となる合併契約、当社が分割会社となる会社分割についての分割契約若しくは分割計

画、又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画について株主総会の承認（株主総

会の承認を要しない場合には取締役会決議）がなされた場合は、当社は、当社取締役会が別途定める日

の到来をもって、新株予約権の全部を無償で取得することができる。

②　新株予約権者が権利行使をする前に、上記新株予約権の行使の条件に定める規定により新株予約権の行

使ができなくなった場合は、当社は新株予約権を無償で取得する。

（10）その他の条件については、再編対象会社の条件に準じて決定する。
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(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

当第２四半期会計期間において、行使価額修正条項付新株予約権付社債券等に係る新株予約権が以下のとお

り、行使されました。

第10回新株予約権

 
第２四半期会計期間

(平成26年４月１日から平成26年６月30日まで)

当該四半期会計期間に権利行使された当該行使価額修正条項付

新株予約権付社債券等の数(個)
1,000,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る交付株式数(株) 1,000,000

当該四半期会計期間の権利行使に係る平均行使価額等(円) 850

当該四半期会計期間の権利行使に係る資金調達額(千円) 850,000

当該四半期会計期間の末日における権利行使された当該行使価

額修正条項付新株予約権付社債券等の数の累計(個)
1,000,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の交付株式数(株)
1,000,000

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の平均行使価額等(円)
850

当該四半期会計期間の末日における当該行使価額修正条項付新

株予約権付社債券等に係る累計の資金調達額(千円)
850,000

 

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成26年６月３日 250,000 34,466,100 106,625 3,250,045 106,625 2,945,800

平成26年６月５日 250,000 34,716,100 106,625 3,356,670 106,625 3,052,425

平成26年６月17日 500,000 35,216,100 213,250 3,569,920 213,250 3,265,675

平成26年４月１日～
平成26年６月30日

34,500 35,250,600 4,605 3,574,526 4,605 3,270,281
 

(注) １．新株予約権の行使による増加であります。

２．平成26年７月１日から平成26年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

1,367,900株、資本金及び資本準備金がそれぞれ780,033千円増加しております。
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(6) 【大株主の状況】

  平成26年６月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

真田  哲弥 東京都江東区 3,966,900 11.25

ドイチェ　バンク　アーゲー　
ロンドン　ピービー　ノントリ
ティー　クライアンツ　613
（常任代理人　ドイツ証券株式
会
社）　　　　　　　　　　　　

東京都千代田区永田町２丁目11番１号 923,200 2.61

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２番10号 752,700 2.13

みずほ証券株式会社 東京都千代田区大手町１丁目５番１号 615,700 1.74

ドイチェ　バンク　アーゲー　
ロンドン　610
（常任代理人　ドイツ証券株式
会社）

東京都千代田区永田町２丁目11番１号 487,022 1.38

ユービーエスエージーホンコン
（常任代理人　シティバンク銀
行株式会社）

東京都品川区東品川２丁目３番14号 458,500 1.30

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋１丁目９―１ 401,700 1.13

ザ　バンク　オブ　ニューヨー
ク　メロン　1400 30
（常任代理人　株式会社みずほ
銀行決済営業部）

東京都中央区月島４丁目16―13 391,000 1.10

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社（信託口）

東京都港区浜松町２丁目11番３号 360,600 1.02

野村證券株式会社
（常任代理人　株式会社三井住
友銀行）

東京都千代田区大手町１丁目２番３号 339,900 0.96

計 ― 8,697,222 24.67
 

(注) 上記の他、自己株式895,800株（発行済株式総数に対する所有割合2.54％）を保有しておりますが、当該自己株

式には議決権がないため、上記「大株主の状況」からは除外しております。
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(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成26年６月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式

895,800
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式　

34,349,700
343,497

権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式であり、単元株
式数は100株であります。

単元未満株式
普通株式

5,100
― ―

発行済株式総数 35,250,600 ― ―

総株主の議決権 ― 343,497 ―
 

(注) １．上記の「完全議決権株式（その他）」の欄には、「従業員持株ESOP信託」所有の株式が、284,800株（議決

権の数2,848個）含まれております。

２．平成26年７月１日から平成26年７月31日までの間に、新株予約権の行使により、発行済株式総数が

1,367,900株増加しております。

 

② 【自己株式等】

  平成26年６月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ＫＬａｂ株式会社

東京都港区六本木六丁目10
番１号

895,800 ― 895,800 2.54

計 ― 895,800 ― 895,800 2.54
 

(注) 上記の他、四半期連結財務諸表において自己株式として認識している当社株式は284,800株であります。これ

は、「従業員持株ESOP信託」が保有する当社株式であります。

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

(1) 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内閣

府令第64号)に基づいて作成しております。

(2)  当社は、平成24年11月28日開催の第13回定時株主総会において、定款の一部変更を決議し、決算期を８月31日か

ら12月31日に変更いたしました。これにより、前連結会計年度は、平成24年９月１日から平成25年12月31日までの

16ヶ月となっております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成26年１月１日から平成26年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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25年12月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 4,517,756 3,975,406

  売掛金 1,877,506 2,419,472

  その他 479,619 1,041,205

  貸倒引当金 △6,436 △6,175

  流動資産合計 6,868,445 7,429,909

 固定資産   

  有形固定資産 300,294 245,028

  無形固定資産   

   のれん 71,856 59,244

   その他 549,435 824,124

   無形固定資産合計 621,292 883,368

  投資その他の資産 907,602 699,932

  固定資産合計 1,829,189 1,828,329

 資産合計 8,697,635 9,258,238

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 723,964 1,121,103

  短期借入金 2,750,000 700,000

  賞与引当金 101,407 93,162

  未払法人税等 51,711 104,156

  その他 953,402 950,712

  流動負債合計 4,580,486 2,969,134

 固定負債   

  長期借入金 97,288 75,000

  その他 12,463 2,340

  固定負債合計 109,751 77,340

 負債合計 4,690,237 3,046,475

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,748,090 3,574,526

  資本剰余金 2,443,846 3,270,281

  利益剰余金 △570,623 △29,043

  自己株式 △626,131 △622,126

  株主資本合計 3,995,181 6,193,638

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 △41,218 △40,184

  その他の包括利益累計額合計 △41,218 △40,184

 新株予約権 44,699 45,644

 少数株主持分 8,734 12,665

 純資産合計 4,007,397 6,211,763

負債純資産合計 8,697,635 9,258,238
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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24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

売上高 7,119,494 9,585,648

売上原価 5,468,939 6,874,338

売上総利益 1,650,554 2,711,310

販売費及び一般管理費 ※1  2,531,387 ※1  2,015,141

営業利益又は営業損失（△） △880,832 696,169

営業外収益   

 業務受託料 10,717 21,233

 受取利息 673 579

 為替差益 155,654 －

 事業構造改善費用戻入額 － 27,536

 その他 2,401 2,672

 営業外収益合計 169,447 52,021

営業外費用   

 支払利息 6,745 5,488

 持分法による投資損失 8,495 4,266

 為替差損 － 36,167

 その他 427 2,257

 営業外費用合計 15,668 48,179

経常利益又は経常損失（△） △727,054 700,010

特別利益   

 抱合せ株式消滅差益 － 16,395

 自己新株予約権消却益 － 2,344

 特別利益合計 － 18,739

特別損失   

 事務所閉鎖損失 － 12,869

 減損損失 4,947 21,938

 関係会社株式売却損 14,647 －

 その他 903 1,749

 特別損失合計 20,498 36,557

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△747,552 682,192

法人税等 △147,482 136,498

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△600,070 545,694

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,467 4,113

四半期純利益又は四半期純損失（△） △597,603 541,580
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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24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△600,070 545,694

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 △33,618 850

四半期包括利益 △633,688 546,545

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △631,928 542,614

 少数株主に係る四半期包括利益 △1,759 3,930
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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24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６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利益又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△747,552 682,192

 減価償却費 108,781 176,958

 減損損失 4,947 21,938

 のれん償却額 39,588 10,505

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △338 △261

 賞与引当金の増減額（△は減少） 32,272 △8,244

 受取利息 △673 △579

 支払利息 6,745 5,488

 為替差損益（△は益） △119,496 47,242

 持分法による投資損益（△は益） 8,495 4,266

 事業構造改善費用戻入額 － △27,536

 抱合せ株式消滅差損益（△は益） － △16,395

 自己新株予約権消却益 － △2,344

 固定資産除却損 858 －

 関係会社株式売却損益（△は益） 14,647 －

 売上債権の増減額（△は増加） 208,722 △551,462

 仕入債務の増減額（△は減少） 41,644 408,178

 その他 △186,970 △378,425

 小計 △588,327 371,522

 利息の受取額 353 579

 利息の支払額 △8,091 △4,929

 法人税等の支払額 △1,112,891 △64,895

 営業活動によるキャッシュ・フロー △1,708,956 302,276

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 投資有価証券の取得による支出 － △15,050

 関係会社株式の取得による支出 △30,000 －

 その他の関係会社有価証券の払込による支出 △45,000 △45,000

 有形固定資産の取得による支出 △178,827 △12,429

 無形固定資産の取得による支出 △816,137 △371,184

 敷金及び保証金の差入による支出 △222,746 △55,942

 敷金及び保証金の回収による収入 151 3,137

 定期預金の払戻による収入 － 4,098

 貸付金の回収による収入 11,700 －

 事業譲受による支出 △46,337 －

 
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

△304,177 －

 その他 △2,609 －

 投資活動によるキャッシュ・フロー △1,633,985 △492,371
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           (単位：千円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
　至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
　至 平成26年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 短期借入金の増減額（△は減少） 3,435,000 △2,050,000

 リース債務の返済による支出 △5,007 △2,719

 長期借入金の返済による支出 △20,400 △26,680

 ストックオプションの行使による収入 63,484 46,371

 株式の発行による収入 182,800 1,600,000

 自己株式の取得による支出 △55,296 －

 自己株式の売却による収入 8,855 6,475

 新株予約権の発行による収入 34,537 2,287

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,643,973 △424,265

現金及び現金同等物に係る換算差額 50,991 △32,880

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 352,022 △647,240

現金及び現金同等物の期首残高 1,901,631 4,512,310

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

－ 109,136

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,253,653 ※1  3,974,205
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【注記事項】

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

　当第２四半期連結会計期間において、当社の連結子会社であったメディアインクルーズ株式会社は、当社を存

続会社とする吸収合併により消滅したため、連結の範囲から除外しております。
 

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

 
当第２四半期連結累計期間

(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

税金費用の計算 　税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税

引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を

欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法によっております。
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(四半期連結損益計算書関係)

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

広告宣伝費 939,101千円 634,697千円

給与手当及び賞与 429,992千円 486,779千円

賞与引当金繰入額 39,397千円 33,862千円
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は、次のとお

りであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

現金及び預金 2,258,504千円 3,975,406千円

預入期間が３か月を超える定期預金 4,850千円 1,200千円

現金及び現金同等物 2,253,653千円 3,974,205千円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成24年９月１日 至 平成25年２月28日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動

該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年１月１日 至 平成26年６月30日)

１．配当に関する事項

該当事項はありません。

 

２．株主資本の著しい変動

当第２四半期連結累計期間において、ドイツ銀行ロンドン支店による新株予約権の権利行使等があり、資本金

が826,435千円、資本準備金が826,435千円増加しました。この結果、当第２四半期連結会計期間末において資本

金が3,574,526千円、資本剰余金が3,270,281千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24年９月１日　至　平成25年２月28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 四半期連結
損益計算書
計上額
(注）ゲーム事業 その他事業

売上高    

  外部顧客への売上高 6,569,569 549,924 7,119,494

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 6,569,569 549,924 7,119,494

セグメント利益 1,477,963 172,591 1,650,554
 

(注)　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しているため、差異調整は行っておりません。

 

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）

重要性が乏しいため記載を省略しております。

 

（のれんの金額の重要な変動）

ゲーム事業セグメントにおいて、平成24年９月３日付でメディアインクルーズ株式会社の発行済株式総数の

100％の株式を取得し、同社を連結子会社といたしました。なお、当該事象によるのれんの増加額は、当第２四

半期連結累計期間においては307,101千円であります。
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Ⅱ　当第２四半期連結累計期間(自　平成26年１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 四半期連結
損益計算書
計上額
(注）ゲーム事業 その他事業

売上高    

  外部顧客への売上高 9,562,408 23,240 9,585,648

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

― ― ―

計 9,562,408 23,240 9,585,648

セグメント利益 2,707,063 4,246 2,711,310
 

(注)　セグメント利益は、四半期連結損益計算書の売上総利益と一致しているため、差異調整は行っておりません。

 

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）

当第２四半期連結会計期間中に縮小が決定した事業所に対し、報告セグメントに含まれない全社資産の減損損

失を計上しております。なお、当該減損損失の計上額は21,938千円であります。

 

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。
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(金融商品関係)

金融商品の四半期連結貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しいため、記載を省略しております。

 

(企業結合等関係)

共通支配下の取引等

(1) 取引の概要

①　対象となった結合当事企業の名称及びその事業の内容

結合当事企業の名称：メディアインクルーズ株式会社

Pikkle株式会社

株式会社ドリームラボラトリー

文京工機株式会社

事業の内容：モバイルオンラインゲームの企画・開発・運営

②　企業結合日

平成26年４月１日

③　企業結合の法的形式

当社を存続会社とする吸収合併により、メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリー

ムラボラトリー、文京工機株式会社は消滅いたしました。

④　結合後企業の名称

KLab株式会社

⑤　その他取引の概要に関する事項

メディアインクルーズ株式会社、Pikkle株式会社、株式会社ドリームラボラトリー、文京工機株式会社の４

社は、当社の100%子会社であります。重複部門の集約を行うことでコスト削減を進め、当社グループの収益力

の強化を図るため、当該４社の吸収合併を行ったものであります。

　

(2) 実施した会計処理の概要

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号　平成20年12月26日公表分）に基づ

き、共通支配下の取引として処理しております。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成25年２月28日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年１月１日
至 平成26年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）

△23円80銭 16円40銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）(千円)

△597,603 541,580

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る四半期純利益金額
又は四半期純損失金額（△）(千円)

△597,603 541,580

普通株式の期中平均株式数(株) 25,112,676 33,028,012

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 15円83銭

(算定上の基礎)   

四半期純利益調整額(千円) ― ―

普通株式増加数(株) ― 1,174,376

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式
で、前連結会計年度末から重要な変動があったものの
概要

―

平成25年11月29日取締役
会決議第10回新株予約権
は、平成26年６月17日の
権利行使により新株予約
権が消滅しております。

 

(注)　前第２四半期連結累計期間における潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半

期純損失であるため、記載しておりません。
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(重要な後発事象)

１．平成25年11月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年12月16日付で発行した第三者割当による第11回新株

予約権について、平成26年７月４日から平成26年７月22日までの期間において権利行使及び払込が完了しました。

その概要は次のとおりであります。

① 募集方法 第三者割当の方式による

② 発行する株式の種類及び数 普通株式 1,000,000株

③ 発行価格 1株当たり 1,102.5円

④ 資本組入額 1株当たり 551.25円

⑤ 発行価格の総額 1,102,500千円

⑥ 資本組入額の総額 551,250千円

⑦ 割当先 ドイツ銀行ロンドン支店

⑧ 資金の使途
国内・海外におけるモバイルオンラインゲーム事業に係る広告・マーケ
ティング活動及び新規タイトル開発費用へ充当する予定です。

 

 

２．平成25年７月17日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年８月２日付で発行した第三者割当による第８回新株

予約権について、平成26年７月17日から平成26年７月30日までの期間において権利行使及び払込が行われました。

その概要は次のとおりであります。

① 募集方法 第三者割当の方式による

② 発行する株式の種類及び数 普通株式 357,400株

③ 発行価格 1株当たり 1,272.7円

④ 資本組入額 1株当たり 636.35円

⑤ 発行価格の総額 454,862千円

⑥ 資本組入額の総額 227,431千円

⑦ 割当先 Ｏａｋキャピタル株式会社

⑧ 資金の使途
国内・海外におけるモバイルオンラインゲーム事業に係る広告・マーケ
ティング活動及び新規タイトル開発費用へ充当する予定です。
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２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

平成26年８月12日

ＫＬａｂ株式会社

 取締役会 御中

 

新日本有限責任監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   竹　野　俊　成   印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士   千　葉　達　也   印

 

 

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているＫＬａｂ株式会

社の平成26年１月１日から平成26年12月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成26年４月１日から平成

26年６月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年１月１日から平成26年６月30日まで)に係る四半期連結財務諸

表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・

フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ＫＬａｂ株式会社及び連結子会社の平成26年６月30日現在の財政

状態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示して

いないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

 

強調事項

重要な後発事象に記載されているとおり、平成25年11月29日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年12月16日付で

発行した第三者割当による第11回新株予約権について、平成26年７月４日から平成26年７月22日までの期間において権

利行使及び払込が完了した。また、平成25年７月17日開催の取締役会の決議に基づき、平成25年８月２日付で発行した

第三者割当による第８回新株予約権について、平成26年７月17日から平成26年７月30日までの期間において権利行使及

び払込が行われた。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上
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(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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