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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第３四半期の連結業績（2021年１月１日～2021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 ％

2021年12月期第３四半期 18,708 △29.0 △729 － △850 － △1,767 －

2020年12月期第３四半期 26,360 17.8 2,254 31.7 1,803 14.9 855 △29.6
(注)包括利益 2021年12月期第３四半期△1,683百万円( －％) 2020年12月期第３四半期 787百万円( △42.4％)

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

2021年12月期第３四半期 △45.98 －

2020年12月期第３四半期 22.42 22.25

（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 ％

2021年12月期第３四半期 20,816 14,696 70.6

2020年12月期 23,491 16,584 70.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第３四半期 14,686百万円 2020年12月期 16,572百万円

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

2020年12月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2021年12月期 － 0.00 －

2021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

３．2021年12月期の連結業績予想（2021年１月１日～2021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 24,000 △29.3 △1,600 － △1,700 － △2,300 － △59.94
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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］５ページ「四半期連結財務諸表及び主な注記（３）四半期連結財務諸表に関する注
記事項（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) 2021年12月期３Ｑ 38,624,400株 2020年12月期 38,475,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期３Ｑ 434,700株 2020年12月期 －株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年12月期３Ｑ 38,436,668株 2020年12月期３Ｑ 38,168,657株

　　
※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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

（将来に関する記述等についてのご注意）
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。

（四半期決算補足説明資料の入手方法について）
業績の概要につきましては、当社ウェブサイトに掲載しております、四半期決算説明資料をご確認
ください。
https://www.klab.com/jp/ir/library/presentations/
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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

(2020年12月31日)

当第３四半期連結会計期間

(2021年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,115,782 5,691,819

売掛金 3,184,076 1,910,142

有価証券 502,575 951,907

未収還付法人税等 － 200,021

その他 1,931,018 2,399,683

貸倒引当金 △5,899 △19,189

流動資産合計 13,727,552 11,134,384

固定資産

有形固定資産 274,281 340,735

無形固定資産

ソフトウエア 2,105,810 50,439

ソフトウエア仮勘定 546,388 1,336,145

のれん 116,305 947,132

その他 672 672

無形固定資産合計 2,769,176 2,334,389

投資その他の資産

投資有価証券 3,745,543 3,321,890

その他 2,976,455 3,713,537

貸倒引当金 △1,528 △28,196

投資その他の資産合計 6,720,469 7,007,230

固定資産合計 9,763,928 9,682,356

資産合計 23,491,480 20,816,741

負債の部

流動負債

買掛金 2,407,474 2,189,552

1年内返済予定の長期借入金 741,768 586,228

賞与引当金 129,286 33,686

その他 2,624,519 2,409,747

流動負債合計 5,903,048 5,219,214

固定負債

長期借入金 1,003,832 580,826

その他 － 320,000

固定負債合計 1,003,832 900,826

負債合計 6,906,880 6,120,040

純資産の部

株主資本

資本金 4,909,815 4,955,439

資本剰余金 4,659,365 4,704,988

利益剰余金 6,790,349 5,023,185

自己株式 － △294,234

株主資本合計 16,359,531 14,389,379

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 179,288 280,958

為替換算調整勘定 33,960 16,208

その他の包括利益累計額合計 213,249 297,166

新株予約権 11,819 10,154

純資産合計 16,584,600 14,696,700

負債純資産合計 23,491,480 20,816,741
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

売上高 26,360,776 18,708,595

売上原価 20,488,628 16,728,810

売上総利益 5,872,147 1,979,784

販売費及び一般管理費 3,618,140 2,708,913

営業利益又は営業損失（△） 2,254,007 △729,128

営業外収益

受取利息 21,219 25,997

受取配当金 35,721 32,974

持分法による投資利益 － 9,786

その他 48,827 31,573

営業外収益合計 105,768 100,333

営業外費用

支払利息 3,721 3,147

持分法による投資損失 8,629 －

為替差損 537,554 167,326

その他 6,760 50,801

営業外費用合計 556,665 221,275

経常利益又は経常損失（△） 1,803,110 △850,071

特別利益

固定資産売却益 － 2,475

投資有価証券売却益 － 31,130

その他 1,035 681

特別利益合計 1,035 34,287

特別損失

減損損失 498,871 1,540,574

その他 1,285 436

特別損失合計 500,156 1,541,010

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（△）

1,303,989 △2,356,794

法人税等 522,325 △589,629

四半期純利益又は四半期純損失（△） 781,664 △1,767,164

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △74,150 －

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（△）

855,814 △1,767,164
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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 2020年１月１日
　至 2020年９月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年９月30日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） 781,664 △1,767,164

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △18,858 102,867

為替換算調整勘定 44,552 △17,752

持分法適用会社に対する持分相当額 △19,940 △1,198

その他の包括利益合計 5,754 83,917

四半期包括利益 787,418 △1,683,246

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 861,962 △1,683,246

非支配株主に係る四半期包括利益 △74,544 －
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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 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。

当第３四半期連結累計期間（自 2021年１月１日　至 2021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、2021年２月19日開催の取締役会決議に基づき、自己株式434,700株の取得を行っております。この結

果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が294,234千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において

自己株式が294,234千円となっております。

（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。

（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 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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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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 18,414,180 294,414 18,708,595

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 18,414,180 294,414 18,708,595

セグメント利益 1,819,713 160,071 1,979,784

(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・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。

　


