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第19期 事業報告 



事業の経過及びその成果 
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事業の経過及びその成果 
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事業の経過及びその成果 
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売上原価 22,124 百万円 

費用 

事業の経過及びその成果 

販売費及び一般管理費 5,553 百万円 

売上連動費用である使用料及び支払手数料 増 

広告宣伝費 増 



特別損失 958 百万円 

特別損益 

事業の経過及びその成果 

• 当初予定していた収益を見込めなくなった一部ゲームタイトルの減損処理 
 
 
 
 

• 開発中タイトルを含む固定資産の一部について、 
今後使用する見込みのない固定資産の除却 
 
 
 
 

• 投資有価証券評価損 



事業の経過及びその成果 

営業利益 4,995 百万円 
前連結会計年度比 

104 百万円 増 

売上高 32,673 百万円
   

前連結会計年度比 

5,896 百万円 増 

経常利益 4,997 百万円 
前連結会計年度比 

144 百万円 増 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 2,570 百万円 

連結業績 

売上高・営業利益・経常利益は、創業来 最高の経営成績 

前連結会計年度比 

557 百万円 減 



お手元の招集ご通知 ７ 頁 ～ 14 頁 

その他、企業集団の現況に関する事項 



・ 会社の株式に関する事項 
 

・ 会社の新株予約権等に関する事項 
 

・ 会社役員に関する事項 
 

・ 会計監査人の状況 
 

・ 業務の適正を確保するための体制 
・ 及び当該体制の運用状況の概要 
 

・ 剰余金の配当等の決定に関する基本方針 

お手元の招集ご通知 15 頁 ～ 28 頁 



連結計算書類 

お手元の招集ご通知  29 頁～ 31 頁 



連結貸借対照表 

資産の部 
 

総資産 

19,245 百万円 
 

前連結会計年度末比 

635 百万円 増 

負債の部 
 

総負債 4,778 百万円 
 

 前連結会計年度末比 

1,262 百万円 減 

純資産の部 
 

純資産 14,466 百万円 
 

前連結会計年度末比 

1,898 百万円 増 



連結損益計算書 

営業利益 4,995 百万円 
前連結会計年度比 

104 百万円 増 

売上高 32,673 百万円
   

前連結会計年度比 

5,896 百万円 増 

経常利益 4,997 百万円 
前連結会計年度比 

144 百万円 増 

親会社株主に帰属する 
当期純利益 2,570 百万円 

前連結会計年度比 

557 百万円 減 



連結株主資本等変動計算書 
計算書類 

お手元の招集ご通知 31 頁及び 33 頁～ 35 頁 



株主の皆様方におかれましては、 

何卒、一層のご指導、ご支援を賜りますよう、 

お願い申し上げます。 



決議事項 



監査等委員でない取締役５名選任の件 

議案 



事前に多くいただいたお問い合わせ 



株主様から事前に多くいただいたお問い合わせ：サマリー 

①新作タイトルのリリース時期延期の 
 原因と対策は？ 
 
 

②2019年度業績予想について、 
 利益減少見込みの理由や対策は？ 
 
 

③今後の株主還元の方針は？ 



株主様から事前に多くいただいたお問い合わせ：①リリース時期延期の原因と対策 

新作タイトルのリリース時期延期の 
原因と対策は？ 



ゲームリリース判断に対する考え方 
 
・期日よりも品質向上を優先させていただく。 
 
 

・ゲーム業界の競争が激化しており、 
 ヒットのためには品質担保が必須。 
 
 

・リリース延期を良しとしているわけではなく、 
 計画どおり開発できるよう鋭意努力。 

当社ご回答：①リリース時期延期の原因と対策 



リリース時期延期の原因 
 
・ゲーム開発の複雑化・大規模化により、 
 問題や課題の検知や対処が遅れた。 
 
・ゲームクオリティの向上を目的とした 
 リリース計画の変更。 

当社ご回答：①リリース時期延期の原因と対策 



対策 
 
 

・発生した問題を踏まえ、開発プロセスに 
 ガイドラインとレビューを追加。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・開発効率化のための支援環境整備や適用を 
 順次実行。 

全体開発 コアパート開発 
ゲーム企画の 

グランドデザイン 
プロトタイプ コンセプト 

レビュー レビュー 
レビュー 
テスト 

リリース 

例：新たに 
レビューを

追加 

当社ご回答：①リリース時期延期の原因と対策 



2019年度業績予想について、 
利益減少見込みの理由と対策は？ 

株主様から事前に多くいただいたお問い合わせ：②2019年度業績予想の利益減少理由と対策 



2019年度 連結業績予想（2019年２月13日発表） 

単位：百万円 
2019年 
通期予想 

2018年 
通期実績 

前期 
増減額 

前期 
増減比 

売上高 
40,000 

~32,000 
32,673 

7,326 
~△673 

22.4% 
~△2.1% 

営業利益 
4,500 

~1,000 
4,995 

△495 
~△3,995 

△9.9% 
~△80.0% 

経常利益 
4,500 

~1,000 
4,997 

△497 
~△3,997 

△10.0% 
~△80.0% 

親会社株主に 
帰属する 
当期純利益 

3,100 
～700 

2,570 
529 

~△1,870 
20.6% 

~△72.8% 

当社ご回答：②2019年度業績予想の利益減少理由と対策 



①計画策定 
・レンジ下限は、業績悪化時を想定して投資家様にお伝えする主旨であり、保守的な数字。 
・レンジ上限／下限によらず固定費は一定額で見込んでいるため、レンジ下限における利益率は悪化しやすい。 
・2018年までにリリースしたタイトルは、平均売上が減衰する想定。 
・リリース初年度における新作タイトルは、売上が12ヵ月分寄与しないことに加え、 
 初期プロモーション等で費用先行する想定のため、利益貢献がより小さくなる。 
 

②コスト増加 
・新作タイトルリリースと同時に、これまで資産計上してきた初期開発費用の減価償却を開始。 
・上記に加え、ゲーム運営に関わる人件費／外注費／版権使用料／プラットフォーム手数料などが発生。 
・よって、損益分岐点が引き上がる想定のため、利益率は低下する。 
 

③その他要因 
・当社特性として、 
 －外注費を意図的に高めている。 
 －現在の収益ベースは他社IPを用いたゲームタイトルであるため、版権使用料の支払いが大きい。 
 －複数のタイトルで売上ポートフォリオを構成しリスク分散させている分、利益が小さい。 

利益悪化の理由は、以下の３点が影響 

当社ご回答：②2019年度業績予想の利益減少理由と対策 



利益を少しでも多く確保する対策は、 
主に以下の２点 
 
 

①売上を高める対策 
・既存タイトルのライフタイム長期化 
・新作の品質向上によるヒット率向上 
・グローバル展開による１タイトルあたりの収益最大化 
 
 

②コストを低減する対策 
・利益率の高い自社IPのヒット 
・開発や運営の効率化 

当社ご回答：②2019年度業績予想の利益減少理由と対策 



今後の株主還元の方針は？ 

株主様から事前に多くいただいたお問い合わせ：③株主還元方針 



柔軟 

自己株式の取得 配当 

固定的 

フレキシブル 固定的 

1株当たり株主価値の向上 現金収入 

実施の時期 

金額規模 

需給バランスの改善 

株主様 
メリット 

影響なし 市場への影響 

・株主優待制度は継続 
・以下を勘案し、「自己株式の取得」を「配当」よりも優先して検討 

当社ご回答：③株主還元方針 



自己株式の取得や配当に対する「今期」方針 
 

 

・ゲーム市場の競争激化に勝ち残るためには、 
 今期は事業投資に資金を充てることを優先すべき考え。 
 
・今期は大型新作をリリースするため、 
 業績の不確実性が大きく無配当を予想しているが、 
 売上や将来計画、財務状況によっては、 
 自己株式の取得や配当の実施は否定しない。 

当社ご回答：③株主還元方針 



質疑応答 



①株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

ゲーム開発に平均してどのくらいの期間を要するのか。 
 

開発プロセスの見直し等で期間短縮は期待できるのか。 



②株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

リリース後のバージョンアップで対応できるのだから、 
そもそもリリース遅延させる必要がないのでは。 

 
リリース遅延の原因は、 

開発リソースが不足していたり経営判断のミスによるものか。 



③株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

どのような状況になれば株主還元を実施するのか。 
その判断基準を知りたい。 



④株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

株主還元やゲームリリースなどのタイミングが悪い。 
 

自己株式の取得と配当の両方を実施していただきたい。 



⑤株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

真田氏の過去のFacebook発言の意図が知りたい。 



⑥株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

2019年度業績予想、減益となる理由は。 
 

今後の開発費、とくに外注費は増加する想定か。 



⑦株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

オルトプラス社との提携は解消したのか。 
 

オルトプラス社の株式は今後どうするのか。 



⑧株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

ゲームを海外展開するにあたり、 
どのような基準で配信地域や言語を決定しているのか。 



⑨株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

KLabの中長期戦略は。 
 

代表取締役社長になる森田氏に夢を語っていただきたい。 



⑩株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

売上を伸ばす施策は。 
 

コンテンツの獲得方針や施策は。 



⑪株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

株主フォーラム（個人投資家向けイベント）を 
開催していただきたい。 

 
真田氏と五十嵐氏より抱負を訊きたい。 



⑫株主様から総会中にいただいたご質問・ご意見 

『ラピスリライツ』『禍つヴァールハイト』の 
アニメ化プロジェクトの進捗は。 



採決 



決議事項 



監査等委員でない取締役５名選任の件 

議案 
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