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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20期

第３四半期
連結累計期間

第21期
第３四半期
連結累計期間

第20期

会計期間
自 2019年１月１日
至 2019年９月30日

自 2020年１月１日
至 2020年９月30日

自 2019年１月１日
至 2019年12月31日

売上高 (千円) 22,377,930 26,360,776 31,109,972

営業利益 (千円) 1,711,007 2,254,007 1,673,637

経常利益 (千円) 1,568,781 1,803,110 1,625,599

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

(千円) 1,216,178 855,814 383,868

四半期包括利益又は包括利益 (千円) 1,367,288 787,418 493,625

純資産額 (千円) 17,290,467 18,486,729 17,194,584

総資産額 (千円) 23,415,112 25,157,356 23,669,989

１株当たり四半期(当期)純利益 (円) 32.40 22.42 10.20

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益

(円) 31.79 22.25 10.02

自己資本比率 (％) 69.2 65.8 65.3
 

 

回次
第20期

第３四半期
連結会計期間

第21期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2019年７月１日
至 2019年９月30日

自 2020年７月１日
至 2020年９月30日

１株当たり四半期純利益 (円) 11.05 21.93
 

(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。

 

２ 【事業の内容】

当第３四半期連結累計期間において、当社グループ（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、主要な関係会社についても異動はありません。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第３四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、新型コロナウイルス感染症については、現時点では事業への大きな影響はないものの、今後の動向を注視し

てまいります。

 
２ 【経営者による財政状態、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

当第３四半期連結累計期間の売上高は26,360,776千円となり、前年同期比17.8％の増加となりました。これは

主に、「BLEACH Brave Souls」、「キャプテン翼 ～たたかえドリームチーム～」及び「ラブライブ！スクールア

イドルフェスティバル ALL STARS」が好調に推移したことに加え、７月16日に提供開始した「テイルズ オブ ク

レストリア」（株式会社バンダイナムコエンターテインメントより配信）が新たに業績寄与したことによるもの

です。

費用面では、売上原価は20,488,628千円となり、前年同期比21.7％の増加となりました。これは主に、売上増

加に伴い支払手数料及び使用料等が増加したことによるものです。

販売費及び一般管理費は3,618,140千円となり、前年同期比5.5％の減少となりました。これは主に、広告宣伝

費が減少したことによるものです。

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高26,360,776千円（前年同期比17.8％増）、営業利益

2,254,007千円（前年同期比31.7％増）、経常利益1,803,110千円（前年同期比14.9％増）、親会社株主に帰属す

る四半期純利益855,814千円（前年同期比29.6％減）となりました。

 
(2）財政状態の分析

（資産の部）

当第３四半期連結会計期間末における資産合計は25,157,356千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,487,367

千円の増加となりました。

流動資産合計は15,736,246千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,914,015千円の増加となりました。これは

主に、現金及び預金の増加によるものです。

固定資産合計は9,421,110千円となり、前連結会計年度末に比べ、426,648千円の減少となりました。これは主

に、ソフトウエア仮勘定の減少によるものです。

 

（負債の部）

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は6,670,627千円となり、前連結会計年度末に比べ、195,222千

円の増加となりました。

流動負債合計は5,928,567千円となり、前連結会計年度末に比べ、755,884千円の増加となりました。これは主

に、買掛金の増加によるものです。

固定負債合計は742,059千円となり、前連結会計年度末に比べ、560,661千円の減少となりました。これは、長

期借入金の減少によるものです。

 

（純資産の部）

当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は18,486,729千円となり、前連結会計年度末に比べ、

1,292,144千円の増加となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものです。

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四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。
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(4）研究開発活動

当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額は、145,418千円であります。

なお、当第３四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。

 

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四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。
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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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(2020年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(2020年11月５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 38,314,300 38,317,400
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 38,314,300 38,317,400 ― ―
 

(注) １．提出日現在の発行株式のうち461,100株は、譲渡制限付株式報酬として自己株式を処分した際の現物出資

（金銭報酬債権 511,866千円）によるものであります。

２．提出日現在発行数には、2020年11月１日から当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) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 
② 【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(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】

該当事項はありません。

 

(4) 【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)

   2020年７月１日～
   2020年９月30日

40,100 38,314,300 12,429 4,860,717 12,429 4,556,472
 

（注）１．新株予約権の行使による増加であります。

２．2020年10月１日から2020年10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3,100株、資

本金及び資本準備金がそれぞれ957千円増加しております。

 
(5) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第３四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   2020年９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 ― ―

―

完全議決権株式(その他)
普通株式

383,070
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。

38,307,000

単元未満株式
普通株式

― ―
7,300

発行済株式総数 38,314,300 ― ―

総株主の議決権 ― 383,070 ―
 

 

② 【自己株式等】

  2020年９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(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

 

２ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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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

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」(2007年内閣府令第

64号)に基づいて作成しております。

 

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３四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年

９月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表

について、EY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
(2019年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,779,871 7,523,803

  売掛金 3,843,245 4,584,794

  営業投資有価証券 1,518,463 1,904,089

  その他 1,682,867 1,725,381

  貸倒引当金 △2,217 △1,821

  流動資産合計 13,822,230 15,736,246

 固定資産   

  有形固定資産 450,408 387,905

  無形固定資産   

   ソフトウエア 2,194,588 2,619,827

   ソフトウエア仮勘定 1,263,704 382,389

   その他 669,376 121,451

   無形固定資産合計 4,127,669 3,123,668

  投資その他の資産   

   投資有価証券 2,926,405 3,592,810

   その他 2,345,741 2,318,607

   貸倒引当金 △2,466 △1,881

   投資その他の資産合計 5,269,680 5,909,536

  固定資産合計 9,847,758 9,421,110

 資産合計 23,669,989 25,157,356

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 2,654,779 2,927,775

  1年内返済予定の長期借入金 641,760 641,760

  賞与引当金 132,759 33,209

  その他 1,743,384 2,325,822

  流動負債合計 5,172,683 5,928,567

 固定負債   

  長期借入金 1,302,721 742,059

  固定負債合計 1,302,721 742,059

 負債合計 6,475,404 6,670,627

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 4,820,599 4,860,717

  資本剰余金 4,574,368 4,610,267

  利益剰余金 6,227,333 6,956,289

  自己株式 △268,048 －

  株主資本合計 15,354,252 16,427,274

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 118,976 80,571

  為替換算調整勘定 △9,761 34,791

  その他の包括利益累計額合計 109,214 115,363

 新株予約権 14,421 12,642

 非支配株主持分 1,716,696 1,931,448

 純資産合計 17,194,584 18,486,729

負債純資産合計 23,669,989 25,157,356
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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３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

売上高 22,377,930 26,360,776

売上原価 16,836,879 20,488,628

売上総利益 5,541,050 5,872,147

販売費及び一般管理費 3,830,042 3,618,140

営業利益 1,711,007 2,254,007

営業外収益   

 受取利息 20,882 21,219

 受取配当金 24,245 35,721

 その他 23,567 48,827

 営業外収益合計 68,696 105,768

営業外費用   

 持分法による投資損失 14,637 8,629

 為替差損 187,790 537,554

 その他 8,494 10,481

 営業外費用合計 210,922 556,665

経常利益 1,568,781 1,803,110

特別利益   

 自己新株予約権消却益 308 1,035

 投資有価証券売却益 2,100 －

 特別利益合計 2,408 1,035

特別損失   

 減損損失 － 498,871

 その他 2,915 1,285

 特別損失合計 2,915 500,156

税金等調整前四半期純利益 1,568,274 1,303,989

法人税等 381,725 522,325

四半期純利益 1,186,548 781,664

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △29,629 △74,150

親会社株主に帰属する四半期純利益 1,216,178 855,814
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【四半期連結包括利益計算書】

【第３四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
　至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

四半期純利益 1,186,548 781,664

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 158,093 △18,858

 為替換算調整勘定 36,549 44,552

 持分法適用会社に対する持分相当額 △13,902 △19,940

 その他の包括利益合計 180,740 5,754

四半期包括利益 1,367,288 787,418

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 1,397,890 861,962

 非支配株主に係る四半期包括利益 △30,602 △74,544
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【注記事項】

 

(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３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日 至 2020年９月30日)

　税金費用については、当第３四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。
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半

期連結累計期間に係る減価償却費(のれんを除く無形固定資産に係る償却費を含む。)及びのれん償却額は、次のと

おりであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)

減価償却費 1,181,718千円 1,305,446千円

のれん償却額 66,870千円 49,053千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自　2019年１月１日　至　2019年９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

当社は、2019年３月25日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬としての自己株式168,000株の処

分を行っております。この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が155,904千円、自己株式が

299,208千円それぞれ減少し、当第３四半期連結会計期間末において、資本剰余金が4,514,327千円、自己株式が

284,627千円となっております。

 

当第３四半期連結累計期間（自　2020年１月１日　至　2020年９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

当社は、2020年４月22日開催の取締役会決議に基づき、譲渡制限付株式報酬としての自己株式125,100株の処

分を行っております。この結果、当第３四半期連結累計期間において、資本剰余金が10,248千円、利益剰余金が

126,858千円、自己株式が222,924千円それぞれ減少し、当第３四半期連結会計期間末において、資本剰余金が

4,610,267千円、利益剰余金が6,956,289千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３四半期連結累計期間(自　2019年１月１日　至　2019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

その他
(注)１

四半期連結損益計算書計上額
(注)２

ゲーム事業

売上高    

  外部顧客への売上高 22,106,817 271,113 22,377,930

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

－ － －

計 22,106,817 271,113 22,377,930

セグメント利益 5,474,753 66,297 5,541,050
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リサーチ＆コンサルティング事

業・ベンチャーキャピタル事業・その他事業を含んでおります。

２．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。

 
Ⅱ　当第３四半期連結累計期間(自　2020年１月１日　至　2020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

その他
(注)１

四半期連結損益計算書計上額
(注)２

ゲーム事業

売上高    

  外部顧客への売上高 26,109,280 251,495 26,360,776

 セグメント間の内部売上高
 又は振替高

－ － －

計 26,109,280 251,495 26,360,776

セグメント利益 5,784,942 87,205 5,872,147
 

(注) １．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、リサーチ＆コンサルティング事

業・ベンチャーキャピタル事業・その他事業を含んでおります。

２．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。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益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及び算定上の基礎は、

以下のとおりであります。

 

項目
前第３四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年９月30日)

(1) １株当たり四半期純利益 32円40銭 22円42銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益(千円) 1,216,178 855,814

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益(千円)

1,216,178 855,814

普通株式の期中平均株式数(株) 37,538,563 38,168,657

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 31円79銭 22円25銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益調整額(千円) － －

普通株式増加数(株) 719,263 297,847

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

－ －

 

(注) 株主資本において自己株式として計上されている信託に残存する自社の株式は、１株当たり四半期純利益の

算定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

１株当たり四半期純利益の算定上、控除した当該自己株式の期中平均株式数は前第３四半期連結累計期間

81,318株、当第３四半期連結累計期間21,125株であります。
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２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

ＫＬａｂ株式会社(E25867)

四半期報告書

14/16



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
 

2020年11月５日

ＫＬａｂ株式会社

取締役会  御中

 

EY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 由　良　知　久 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 根　本　知　香 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2020年１月１日から2020年12月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（2020年７月１日から2020年９

月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（2020年１月１日から2020年９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2020年９月30日現在の財政状

態及び同日をもって終了する第３四半期連結累計期間の経営成績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。

 

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

 
 

(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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