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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第３四半期の連結業績（平成29年１月１日～平成29年９月30日）

（１）連結経営成績(累計) (％表示は、対前年同四半期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年12月期第３四半期 18,238 25.0 3,206 211.0 3,767 － 2,587 －

28年12月期第３四半期 14,590 △11.9 1,031 △54.6 123 △94.2 △801 －
(注) 包括利益 29年12月期第３四半期 2,601百万円( －％) 28年12月期第３四半期 △740百万円( －％)
　

１株当たり
四半期純利益

潜在株式調整後
１株当たり
四半期純利益

円 銭 円 銭

29年12月期第３四半期 70.41 67.58

28年12月期第３四半期 △21.92 －
　　

(注) 平成28年12月期第２四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。
　

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年12月期第３四半期 17,097 11,922 69.6

28年12月期 12,133 9,130 75.1
(参考) 自己資本 29年12月期第３四半期 11,903百万円 28年12月期 9,110百万円
　　　

２．配当の状況

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

28年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

29年12月期 － 0.00 －

29年12月期(予想) 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．平成29年12月期の連結業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属す

る当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 26,000 32.7 4,300 237.3 4,900 490.0 3,300 － 89.79

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 有
　

　（注）詳細は、添付資料４ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期連結財務諸
　 表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。
　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 29年12月期３Ｑ 38,147,100株 28年12月期 37,945,500株

② 期末自己株式数 29年12月期３Ｑ 1,070,000株 28年12月期 1,282,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期３Ｑ 36,753,313株 28年12月期３Ｑ 36,548,978株

　　
※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理

的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性
があります。なお、業績予想に関する事項は、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情
報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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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

当第３四半期連結累計期間の売上高は、18,238,355千円となり、前年同期比25.0％の増加となりました。これ

は主に、「BLEACH Brave Souls」の売上が増加したことに加え、６月13日にリリースしました「キャプテン翼 ～

たたかえドリームチーム～」及び８月28日にリリースしました「うたの☆プリンスさまっ♪ Shining Live」の売

上が好調に推移したことによるものです。

費用面では、売上原価は11,690,068千円となり、前年同期比10.4％の増加となりました。これは主に、売上増

加に伴う使用料及び支払手数料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3,341,940千円となり、前年同期比12.4％の増加となりました。これは主に、広告宣伝

費が増加したことによるものです。

その他、営業外収益として592,877千円を計上しました。これは主に、外貨建取引の決済時における為替相場の

変動等により、為替差益512,282千円を計上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18,238,355千円（前年同期比25.0％増）、営業利益

3,206,347千円（前年同期比211.0％増）、経常利益3,767,171千円、親会社株主に帰属する四半期純利益

2,587,713千円となりました。

（２）財政状態に関する説明

（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17,097,768千円となり、前連結会計年度末に比べ、4,964,248

千円の増加となりました。

流動資産合計は10,402,376千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,484,658千円の増加となりました。これは

主に、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加によるものです。

固定資産合計は6,695,392千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,479,589千円の増加となりました。これは

主に、無形固定資産の増加によるものです。

（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5,175,274千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,172,558

千円の増加となりました。

流動負債合計は5,166,908千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,167,126千円の増加となりました。これは

主に、未払法人税等、買掛金の増加によるものです。

固定負債合計は8,365千円となり、前連結会計年度末に比べ、5,431千円の増加となりました。これは主に、リ

ース債務の増加によるものです。

（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11,922,493千円となり、前連結会計年度末に比べ、

2,791,689千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。
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成29年12月期業績見通し

当社は平成28年12月期まで翌四半期業績予想開示を実施してまいりましたが、翌四半期業績予想開示では投資

家の皆様に当社の企業価値を長期目線でご判断いただくには情報不足と判断いたしました。

　現在の当社経営状況や市場動向等に鑑み、以前よりは業績見通しは立てやすくなってきていると推測する一方

で、新作タイトルのヒット度合いにより業績が大きく変動いたします。

　以上のことから、平成29年12月期はレンジ形式による通期業績予想開示を採用しております。

なお、直近の業績動向等を踏まえ、平成29年11月６日付「通期業績予想の修正に関するお知らせ」のとおり、

平成29年12月期の業績見通しを以下のように上方修正しております。（通期業績予想数値を一本値で開示できる

と判断したため、売上高及び各段階利益をレンジ形式ではなく一本値に改めております。）

売上高 26,000百万円

営業利益 4,300百万円

経常利益 4,900百万円

親会社株主に帰属する当期純利益 3,300百万円

将来に関する記述は、当社グループが現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の情報の前提に

基づいており、実際の業績等は今後の様々な不確定要素により変動する可能性があります。

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（税金費用の計算）

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。

（２）追加情報

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号 平成28年３月28日）を第１

四半期連結会計期間から適用しております。
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１．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,660,962 5,733,297

受取手形及び売掛金 2,120,551 3,510,985

その他 1,136,600 1,158,673

貸倒引当金 △396 △579

流動資産合計 7,917,717 10,402,376

固定資産

有形固定資産 301,618 284,332

無形固定資産

のれん 1,724 867,649

その他 1,279,723 2,644,038

無形固定資産合計 1,281,448 3,511,687

投資その他の資産

投資有価証券 1,323,414 1,649,077

その他 1,338,408 1,256,247

貸倒引当金 △29,087 △5,953

投資その他の資産合計 2,632,735 2,899,371

固定資産合計 4,215,802 6,695,392

資産合計 12,133,520 17,097,768

負債の部

流動負債

買掛金 1,309,807 1,752,943

賞与引当金 92,422 25,075

未払法人税等 17,370 1,095,071

その他 1,580,181 2,293,817

流動負債合計 2,999,781 5,166,908

固定負債

その他 2,934 8,365

固定負債合計 2,934 8,365

負債合計 3,002,715 5,175,274

純資産の部

株主資本

資本金 4,572,322 4,621,357

資本剰余金 4,268,078 4,317,113

利益剰余金 1,083,879 3,671,593

自己株式 △836,477 △741,736

株主資本合計 9,087,803 11,868,327

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △1,439 74,947

為替換算調整勘定 24,212 △40,080

その他の包括利益累計額合計 22,772 34,867

新株予約権 20,227 19,298

純資産合計 9,130,804 11,922,493

負債純資産合計 12,133,520 17,097,768

決算短信（宝印刷） 2017年11月09日 11時27分 6ページ（Tess 1.50(64) 20160317_01）



ＫＬａｂ株式会社(3656) 平成29年12月期 第３四半期決算短信

― 5 ―

（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 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

売上高 14,590,806 18,238,355

売上原価 10,586,010 11,690,068

売上総利益 4,004,795 6,548,287

販売費及び一般管理費 2,973,697 3,341,940

営業利益 1,031,098 3,206,347

営業外収益

受取利息 22,110 25,024

受取配当金 4,132 15,919

為替差益 － 512,282

その他 31,732 39,650

営業外収益合計 57,975 592,877

営業外費用

支払利息 2,387 508

持分法による投資損失 19,615 29,036

為替差損 849,350 －

その他 94,091 2,507

営業外費用合計 965,444 32,052

経常利益 123,629 3,767,171

特別利益

関係会社株式売却益 － 11,871

その他 1,433 86

特別利益合計 1,433 11,957

特別損失

減損損失 757,700 －

固定資産除却損 12,170 17,410

その他 98,359 －

特別損失合計 868,230 17,410

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（△）

△743,167 3,761,718

法人税等 52,994 1,172,749

四半期純利益又は四半期純損失（△） △796,161 2,588,968

非支配株主に帰属する四半期純利益 5,158 1,255

親会社株主に帰属する四半期純利益又は親会社株主
に帰属する四半期純損失（△）

△801,320 2,587,713
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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 平成28年１月１日
　至 平成28年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △796,161 2,588,968

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △64,979 73,901

為替換算調整勘定 156,573 △63,507

持分法適用会社に対する持分相当額 △35,924 2,485

その他の包括利益合計 55,668 12,879

四半期包括利益 △740,493 2,601,848

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △738,575 2,599,808

非支配株主に係る四半期包括利益 △1,918 2,039
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（３）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）

　 該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

前第３四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28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

該当事項はありません。

　

当第３四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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

該当事項はありません。
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

　 前第３四半期連結累計期間(自 平成28年１月１日 至 平成28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

合計
(注)２

ゲーム事業

売上高

外部顧客への売上高 14,532,054 58,752 14,590,806

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 14,532,054 58,752 14,590,806

セグメント利益又は損失(△) 4,021,896 △17,101 4,004,795

(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、イベント事業・その他事業を含ん

でおります。

２．セグメント利益又は損失は、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）

該当事項はありません。

（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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　 当第３四半期連結累計期間(自 平成29年１月１日 至 平成29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

合計
(注)２

調整額
(注)２

四半期連結
損益計算書
計上額
(注)３ゲーム事業

売上高

外部顧客への売上高 18,145,502 92,853 18,238,355 － 18,238,355

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ 399 399 △399 －

計 18,145,502 93,253 18,238,755 △399 18,238,355

セグメント利益 6,524,039 24,647 6,548,687 △399 6,548,287

(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、イベント事業・

　 リサーチ＆コンサルティング事業・その他事業を含んでおります。

２．セグメント利益の調整額△399千円は、セグメント間取引消去であります。

３．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調整を行っております。

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）

該当事項はありません。

　

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

３．報告セグメントの変更等に関する事項

当第３四半期連結会計期間より、株式会社アバシーの全ての株式を取得し、株式会社アバシー及び同社の子会社

である株式会社スパイスマートを連結子会社としたことに伴い、「リサーチ＆コンサルティング事業」を事業セグ

メントとし、「その他」の区分に含めて記載しております。
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