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(百万円未満切捨て)

１．2021年12月期第２四半期の連結業績（2021年１月１日～2021年６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２四半期 12,337 △22.6 △842 － △818 － △1,705 －

2020年12月期第２四半期 15,948 7.7 753 △42.2 568 △52.8 16 △98.0
(注) 包括利益 2021年12月期第２四半期 △1,737百万円( －％) 2020年12月期第２四半期 △254百万円( －％)
　

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

2021年12月期第２四半期 △44.29 －

2020年12月期第２四半期 0.42 0.42
　

　

（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２四半期 21,012 14,735 70.1

2020年12月期 23,491 16,584 70.5
(参考) 自己資本 2021年12月期第２四半期 14,725百万円 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
25,500

～28,500
△24.9

～△16.0
△1,600
～1,000

△174.4
～△53.5

△1,500
～1,100

△195.9
～△29.7

△2,000
～20

△360.7
～△97.4

△52.17
～0.52

(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２Ｑ 38,623,300株 2020年12月期 38,475,100株

② 期末自己株式数 2021年12月期２Ｑ 286,600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２Ｑ 38,512,315株 2020年12月期２Ｑ 38,111,054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２四半期連結会計期間
(2021年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,115,782 5,097,215

売掛金 3,184,076 2,906,108

有価証券 502,575 1,552,460

その他 1,931,018 2,258,483

貸倒引当金 △5,899 △19,292

流動資産合計 13,727,552 11,794,975

固定資産

有形固定資産 274,281 320,492

無形固定資産

ソフトウエア 2,105,810 43,954

ソフトウエア仮勘定 546,388 977,956

のれん 116,305 973,823

その他 672 672

無形固定資産合計 2,769,176 1,996,406

投資その他の資産

投資有価証券 3,745,543 3,168,618

その他 2,976,455 3,759,778

貸倒引当金 △1,528 △28,196

投資その他の資産合計 6,720,469 6,900,199

固定資産合計 9,763,928 9,217,099

資産合計 23,491,480 21,012,074

負債の部

流動負債

買掛金 2,407,474 2,080,840

1年内返済予定の長期借入金 741,768 652,888

賞与引当金 129,286 135,465

その他 2,624,519 2,387,945

流動負債合計 5,903,048 5,257,138

固定負債

長期借入金 1,003,832 699,608

その他 － 320,000

固定負債合計 1,003,832 1,019,608

負債合計 6,906,880 6,276,746

純資産の部

株主資本

資本金 4,909,815 4,955,101

資本剰余金 4,659,365 4,704,650

利益剰余金 6,790,349 5,084,814

自己株式 － △200,985

株主資本合計 16,359,531 14,543,580

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 179,288 170,121

為替換算調整勘定 33,960 11,434

その他の包括利益累計額合計 213,249 181,555

新株予約権 11,819 10,190

純資産合計 16,584,600 14,735,327

負債純資産合計 23,491,480 21,012,074
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

売上高 15,948,765 12,337,254

売上原価 12,875,930 11,407,323

売上総利益 3,072,834 929,931

販売費及び一般管理費 2,319,245 1,772,175

営業利益又は営業損失（△） 753,589 △842,244

営業外収益

受取利息 14,551 18,125

受取配当金 25,547 23,583

持分法による投資利益 － 10,906

その他 33,773 22,249

営業外収益合計 73,873 74,865

営業外費用

支払利息 2,644 2,238

持分法による投資損失 7,715 －

投資事業組合運用損 － 13,444

為替差損 243,517 10,808

貸倒引当金繰入額 － 23,256

その他 5,583 1,843

営業外費用合計 259,461 51,590

経常利益又は経常損失（△） 568,001 △818,970

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 1,013 650

特別利益合計 1,013 34,257

特別損失

減損損失 498,871 1,540,574

その他 875 427

特別損失合計 499,747 1,541,001

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（△）

69,267 △2,325,714

法人税等 113,513 △620,180

四半期純損失（△） △44,246 △1,705,534

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △60,360 －

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（△）

16,113 △1,705,534
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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 2020年１月１日
　至 2020年６月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
　至 2021年６月30日)

四半期純損失（△） △44,246 △1,705,534

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △227,862 △7,968

為替換算調整勘定 37,881 △22,526

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 △209,921 △31,693

四半期包括利益 △254,168 △1,737,228

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △193,413 △1,737,228

非支配株主に係る四半期包括利益 △60,754 －
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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２四半期連結累計期間(自 2020年１月１日 至 2020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２四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２四半期連結会計期間末において、資本剰余金が

4,595,724千円、利益剰余金が6,116,588千円、自己株式が9,051千円となっております。

当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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286,600株の取得を行っております。この結

果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が200,985千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において

自己株式が200,985千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。

（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 2020年１月１日 至 2020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
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 15,824,065 124,700 15,948,765

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 15,824,065 124,700 15,948,765

セグメント利益 3,033,906 38,928 3,072,834

(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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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)

「その他」の区分に含まれておりますリサーチ＆コンサルティング事業において、当初の事業計画に対する進

捗状況及び今後の業績の見通しを考慮した結果、当初想定していた超過収益力が見込めなくなったと判断し、の

れんについて減損損失を計上しております。なお、当該事象によるのれんの減損損失の計上額は、当第２四半期

連結累計期間において498,871千円であります。

(のれんの金額の重要な変動)

上記（固定資産に係る重要な減損損失）で記載したとおり、「その他」の区分に含まれておりますリサーチ＆

コンサルティング事業において、のれんを減損しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 2021年１月１日 至 2021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
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 12,128,230 209,023 12,337,254

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － －

計 12,128,230 209,023 12,337,254

セグメント利益 811,897 118,033 929,931

(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。

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

(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、株式会社グローバルギアの全株式を取得し、連結の範囲に含めておりま

す。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888,680千円であります。

　


