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(百万円未満切捨て)
１．平成27年12月期第３四半期の連結業績（平成27年１月１日～平成27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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

27年12月期第３四半期 16,570 4.0 2,271 20.1 2,131 6.6 934 △27.6

26年12月期第３四半期 15,940 46.4 1,891 － 1,999 － 1,290 －
(注) 包括利益 27年12月期第３四半期 974百万円(△22.9％) 26年12月期第３四半期 1,263百万円( －％)
　

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

27年12月期第３四半期 25.71 25.14

26年12月期第３四半期 38.16 36.78
　　

（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 ％

27年12月期第３四半期 13,761 10,067 72.8

26年12月期 12,731 9,075 70.8
(参考) 自己資本 27年12月期第３四半期 10,021百万円 26年12月期 9,019百万円
　　　

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

26年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

27年12月期 － 0.00 －

27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27年12月期の連結業績予想（平成27年１月１日～平成27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 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 21,571 0.9 2,272 5.0 2,132 △16.8 759 △57.7 20.87
(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 ： 有

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
　

（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（２）会計方針の変更・会計上の見
積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

　

（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) 27年12月期３Ｑ 37,774,900株 26年12月期 37,291,500株

② 期末自己株式数 27年12月期３Ｑ 1,335,300株 26年12月期 1,174,000株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 27年12月期３Ｑ 36,347,834株 26年12月期３Ｑ 33,817,671株

　　
※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビューの対象外ですが、この四半期決算短信の開示時点
において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。

※ 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、16,570,536千円となり、前年同四半期比4.0％の増加となりました。

「ラブライブ！スクールアイドルフェスティバル」は、直前四半期中はコンテンツ供給の谷間にあったことで課

金控えが発生しておりましたが、2015年６月公開の劇場版「ラブライブ！ The School Idol Movie」をきっかけ

にゲームユーザーが回帰し、それに伴い当社グループの売上高も回復しました。また2015年７月にリリースした

「BLEACH Brave Souls」は、リリース４日目にはApp Storeのトップセールスランキングで８位を獲得するなど人

気を博し、売上高の増加に貢献しました。

当第３四半期連結会計期間における費用面では、売上原価は4,057,171千円となり、前年同四半期比0.5％の減

少、直前四半期比29.1％の増加となりました。これは主に売上増減に伴う使用料及び支払手数料が増減したこと

によるものです。

販売費及び一般管理費は1,358,219千円となり、前年同四半期比25.3％の増加、直前四半期比20.9％の増加とな

りました。これは主に「BLEACH Brave Souls」の広告宣伝費が増加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16,570,536千円（前年同四半期比4.0％増）、営業利益

2,271,761千円（前年同四半期比20.1％増）、経常利益2,131,756千円（前年同四半期比6.6％増）、四半期純利益

934,399千円（前年同四半期比27.6％減）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13,761,726千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,030,390

千円の増加となりました。

流動資産合計は9,048,536千円となり、前連結会計年度末に比べ、1,467,443千円の減少となりました。これは

主に、現金及び預金の減少及び有価証券の増加によるものであります。

固定資産合計は4,713,189千円となり、前連結会計年度末に比べ、2,497,833千円の増加となりました。これは

主に、無形固定資産及び投資その他の資産の増加によるものであります。

（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3,694,474千円となり、前連結会計年度末に比べ、39,011千円

の増加となりました。

流動負債合計は3,657,233千円となり、前連結会計年度末に比べ、63,816千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あります。

固定負債合計は37,240千円となり、前連結会計年度末に比べ、24,805千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３四半期連結会計期間末における純資産合計は10,067,251千円となり、前連結会計年度末に比べ、991,378

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あります。

決算短信 （宝印刷）  2015年11月09日 09時55分 4ページ （Tess 1.40 20131220_01）



ＫＬａｂ株式会社(3656) 平成27年12月期 第３四半期決算短信

3

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成27年12月期第４四半期連結会計期間の売上高見込は5,000百万円としています。

費用については、年末年始にTVCMを計画しているため、第４四半期連結会計期間において広告宣伝費は600百万円

を見込んでいます。広告宣伝費以外については第３四半期連結会計期間からの大きな変動は見込んでいません。

上記の結果、平成27年12月期連結業績予想は以下の通りとなっています。

平成27年12月期連結業績予想（平成27年１月１日～平成27年12月31日）

売上高 21,571百万円

営業利益 2,272百万円

経常利益 2,132百万円

当期純利益 759百万円

上記に記載した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。
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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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号 平成

25年12月25日）を第１四半期連結会計期間より適用しております。

なお、適用初年度の期首より前に締結された信託契約に係る会計処理については、同実務対応報告の方法に

よらず、従来採用していた方法を継続しております。そのため、四半期連結財務諸表への影響はありません。

（３）追加情報

(従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い)

当社は、当社の成長を支える従業員に対する福利厚生制度をより一層充実させるとともに、株価上昇へのイ

ンセンティブを付与することにより、当社の業績や株式価値に対する従業員の意識を更に高め、中長期的な企

業価値の向上を図ることを目的として「従業員持株ESOP信託」を導入しております。

(1) 取引の概要

ESOP信託は、当社従業員持株会の「ＫＬａｂ従業員持株会」（以下「持株会」）が５年間にわたり取得す

ると見込まれる数の当社株式を一括取得し、毎月一定日に持株会へ売却を行います。

当社株式の取得、処分については、当社がESOP信託の債務を保証している関係上、経済的実態を重視し

た保守的な観点から、当社とESOP信託は一体であるとする会計処理を行っております。

従って、ESOP信託が所有する当社株式を含む資産及び負債並びに費用及び収益については四半期連結貸

借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書に含めて計上しております。

(2) 「従業員等に信託を通じて自社の株式を交付する取引に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第30号

平成25年12月25日）を適用しておりますが、従来採用していた方法により会計処理を行っております。

(3) 信託が保有する自社の株式に関する事項

① 信託における帳簿価額

前連結会計年度123,909千円、当第３四半期連結会計期間118,168千円

② 当該自社の株式を株主資本において自己株式として計上しているか否か

信託が保有する自社の株式は株主資本において自己株式として計上しております。

③ 期末株式数及び期中平均株式数

期末株式数 前第３四半期連結会計期間282,300株、当第３四半期連結会計期間265,300株

期中平均株式数 前第３四半期連結累計期間288,073株、当第３四半期連結累計期間272,138株

④ ③の株式数を１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めているか否か

期末株式数及び期中平均株式数は、１株当たり情報の算出上、控除する自己株式に含めております。

　
(法人税率の変更等による影響)

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成27年法律第９号）が平成27年３月31日に公布され、平成27年４月

１日以後に開始する連結会計年度から法人税率の引下げが行われることとなりました。

これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は従来の35.64％から、平成28年

１月１日に開始する連結会計年度に解消が見込まれる一時差異等については33.10％に、平成29年１月１日に開

始する連結会計年度以降に解消が見込まれる一時差異等については32.34％となります。

なお、この税率変更による影響は軽微であります。
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３．四半期連結財務諸表

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成26年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,249,978 4,558,816

売掛金 2,574,935 2,485,356

有価証券 － 1,201,519

その他 691,526 869,254

貸倒引当金 △460 △66,410

流動資産合計 10,515,980 9,048,536

固定資産

有形固定資産 215,843 218,010

無形固定資産

のれん 56,726 36,229

その他 728,606 1,460,546

無形固定資産合計 785,332 1,496,775

投資その他の資産

その他 1,220,132 3,004,356

貸倒引当金 △5,953 △5,953

投資その他の資産合計 1,214,179 2,998,402

固定資産合計 2,215,355 4,713,189

資産合計 12,731,335 13,761,726

負債の部

流動負債

買掛金 1,255,495 1,430,655

賞与引当金 93,620 23,692

未払法人税等 567,306 819,457

その他 1,676,994 1,383,428

流動負債合計 3,593,416 3,657,233

固定負債

長期借入金 60,000 30,000

その他 2,045 7,240

固定負債合計 62,045 37,240

負債合計 3,655,462 3,694,474

純資産の部

株主資本

資本金 4,416,095 4,546,450

資本剰余金 4,111,851 4,242,205

利益剰余金 1,222,615 2,157,015

自己株式 △619,189 △859,795

株主資本合計 9,131,373 10,085,876

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 － △82,900

為替換算調整勘定 △112,322 18,992

その他の包括利益累計額合計 △112,322 △63,907

新株予約権 15,538 12,463

少数株主持分 41,283 32,818

純資産合計 9,075,873 10,067,251

負債純資産合計 12,731,335 13,761,726
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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 平成26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 15,940,567 16,570,536

売上原価 10,949,937 10,805,284

売上総利益 4,990,629 5,765,252

販売費及び一般管理費 3,099,297 3,493,490

営業利益 1,891,331 2,271,761

営業外収益

業務受託料 20,653 7,797

受取利息 1,066 9,147

受取配当金 － 129

為替差益 59,794 －

事業構造改善費用戻入額 27,536 －

受取解約金 － 17,994

その他 10,296 12,988

営業外収益合計 119,347 48,055

営業外費用

支払利息 6,242 555

持分法による投資損失 4,266 18,406

為替差損 － 159,078

その他 334 10,021

営業外費用合計 10,843 188,061

経常利益 1,999,836 2,131,756

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 2,350 56

特別利益合計 18,745 56

特別損失

事務所閉鎖損失 12,916 －

減損損失 120,705 65,325

その他 1,797 1,534

特別損失合計 135,419 66,860

税金等調整前四半期純利益 1,883,162 2,064,952

法人税等 579,451 1,135,804

少数株主損益調整前四半期純利益 1,303,711 929,147

少数株主利益又は少数株主損失（△） 13,335 △5,251

四半期純利益 1,290,375 934,399
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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26年１月１日
　至 平成26年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成27年１月１日
　至 平成27年９月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 1,303,711 929,147

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 － △94,732

為替換算調整勘定 △40,365 128,102

持分法適用会社に対する持分相当額 － 11,832

その他の包括利益合計 △40,365 45,202

四半期包括利益 1,263,345 974,350

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 1,249,201 982,814

少数株主に係る四半期包括利益 14,144 △8,464
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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26年１月１日 至 平成26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

当第３四半期連結累計期間において、ドイツ銀行ロンドン支店及びOakキャピタル株式会社による新株予約

権の権利行使等があり、資本金が1,656,576千円、資本準備金が1,656,576千円増加しました。この結果、当第

３四半期連結会計期間末において資本金が4,404,667千円、資本剰余金が4,100,422千円となっております。

当第３四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27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

当第３四半期連結累計期間において、Oakキャピタル株式会社による新株予約権の権利行使があり、資本金が

50,589千円、資本準備金が50,589千円増加しました。この結果、当第３四半期連結会計期間末において資本金が

4,546,450千円、資本剰余金が4,242,205千円となっております。

また当社は、平成27年５月18日及び平成27年８月25日開催の取締役会決議に基づき、自己株式174,200株の取

得を行いました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が246,346千円増加し、当第３四半期

連結会計期間末において自己株式が859,795千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 平成26年１月１日 至 平成26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
合計
（注）

ゲーム事業 その他事業

売上高

外部顧客への売上高 15,896,783 43,783 15,940,567

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 15,896,783 43,783 15,940,567

セグメント利益 4,975,006 15,623 4,990,629

(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）

「ゲーム事業」セグメントにおいて、ソフトウエア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、当第３四半期連結累計期間において98,767千円であります。

（のれんの金額の重要な変動）

該当事項はありません。

　

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 平成27年１月１日 至 平成27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
合計
（注）

ゲーム事業 その他事業

売上高

外部顧客への売上高 16,538,922 31,614 16,570,536

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 16,538,922 31,614 16,570,536

セグメント利益 5,757,927 7,324 5,765,252

(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）

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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