
平成 20 年３月 18 日 

各    位 

東京都新宿区西新宿六丁目 2 4 番１号

会 社 名  ア ク セ ル マ ー ク 株 式 会 社

代 表 者 名  代表取締役社長 小林 靖弘

（コード番号：３６２４ 東証マザーズ）

問 合 せ 先  取締役経営管理部長 峯岸 幸久

（ 連 絡 先     0 3 - 5 3 2 4 - 2 4 4 0 ）

 

東京証券取引所マザーズへの上場に伴う当社決算情報等のお知らせ 

 

当社は、本日、平成 20 年３月 18 日に東京証券取引所マザーズに上場いたしました。今後とも、 

なお一層のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

上場に伴い、当社の 近の決算情報等につきまして別添のとおりお知らせします。 
 

以  上 
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    平成20年９月期  第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20 年３月 18 日 

上 場 会 社 名         アクセルマーク株式会社      上場取引所  東証マザーズ 
コ ー ド 番 号           ３６２４                  ＵＲＬ  http://www.axelmark.co.jp/ 
代  表  者（役職名）代表取締役社長   （氏名）小林 靖弘 
問合せ先責任者（役職名）取締役経営管理部長（氏名）峯岸 幸久    ＴＥＬ ( 03 ) 5324  － 2440  
 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年９月期第１四半期の業績（平成 19年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 経営成績                                  （％表示は対前年同期増減率） 

 売 上 高 営 業 利 益      経 常 利 益      四半期（当期）純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年９月期第１四半期 759    － 7   － 6   － 3    － 

19 年９月期第１四半期 －    － －    － －    － －    －

19 年９月期 2,024   44.5 187   65.1 182  62.2 104   67.3

 

 
１株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

 円    銭 円    銭

20 年９月期第１四半期 156   20 －  

19 年９月期第１四半期    － －  

19 年９月期 4,607   77 －  

 
(2) 財政状態 

 総 資 産 純 資 産 自己資本比率 １株当たり純資産

 百万円 百万円 ％ 円    銭

20 年９月期第１四半期 1,038 494 47.7 21,734  87 

19 年９月期第１四半期 － － －    － 

19 年９月期 926 507 54.7 22,268  67 

 
(3) キャッシュ・フローの状況 

 
営業活動による

キャッシュ・フロー

投資活動による

キャッシュ・フロー

財務活動による 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高
 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年９月期第１四半期 △ 44 △ 63 74 207 

19 年９月期第１四半期 － － － － 

19 年９月期 △ 13 △ 50 76 240 

（注）平成 19 年９月期第１四半期は四半期財務諸表を作成しておりませんので、平成 20 年９月期第１四半期の

対前年同期増減率は記載しておりません。 

 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１ 
四半期末 中間期末 第３ 

四半期末 期末 年間 
 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 円  銭 

19 年９月期 － － － 690 00 690 00 

20 年９月期 －     
20 年９月期（予想）    1,000 00

1,000 00 

 

３．平成 20 年９月期の業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 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

中  間  期 1,692   － 58   － 34   － 19   － 747  60 

通     期 3,617  78.7 350 86.4 324 77.5 186  78.3 7,335   66 
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４．その他 
  
(1) 四半期財務諸表の作成基準 ： 中間財務諸表作成基準 
(2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 
(3) 会計監査人の関与 ： 有 

四半期財務諸表については、東京証券取引所の「有価証券上場規程施行規則」の規定に定められ
ている「四半期財務諸表に対する意見表明に係る基準」に基づく意見表明のための手続きを受けて
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 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後の国内外の経

済情勢、事業運営における内外の状況変化等、不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況の

変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、企業業績の回復による設備投資の増加、雇用情勢

の改善により堅調な回復への兆しが見えたものの、前期より続いている原油価格の高騰や金利上昇

への懸念、年金問題、米国経済の減速感等の影響により、一進一退で推移しました。 

国内の携帯コンテンツ産業は、携帯電話の高速データ通信や定額料金制の普及等を背景に成長過

程にあります。社団法人電気通信事業者協会の調べによりますと平成 19 年 12 月末現在、高速デー

タ通信が可能な第三世代携帯電話加入者は 8,300 万人を超え、加入者全体の 83％を占めております。 

このような環境の下、当社はコンテンツ・メディア事業と広告事業を柱とした事業の規模の拡充

に取り組んでまいりました。 

コンテンツ・メディア事業は、新規の携帯電話が販売されるタイミングが一般的に12月頃であり、

携帯電話の買い替え需要が３月頃に高まる傾向にあることから、当第１四半期会計期間においては、

広告宣伝費を投入して有料会員を積み上げた結果、「着うたフル®」「電子書籍」が順調に成長し、売

上高は大きく拡大しております。また、当社が有力と考える広告枠の仕入れを引き続き強化した結

果、広告事業の売上高も拡大しております。 

以上の結果、当第１四半期会計期間の売上高は、759,569 千円、経常利益は 6,766 千円、当期純利

益は 3,556 千円となりました。 

 

 

事業部門別の業績は次の通りであります。 

①コンテンツ・メディア事業 

当第１四半期会計期間におきましては、新規の携帯電話が販売されるタイミングが一般的に 12

月頃であり、携帯電話の買い替え需要が３月頃に高まる傾向にあることから、当社の注力コンテ

ンツである「着うたフル®」「電子書籍」の有料会員数拡大を図るために、広告費を積極的に投入

し、その結果として大きく有料会員数を増やすことができました。また、「動画」コンテンツにお

いては、当社コンテンツの知名度アップを目的として、携帯初の動画生中継を実施するなどの施

策を実施し、来四半期以降の収益拡大に向けた取り組みを行いました。 

   以上の結果、当第１四半期会計期間におけるコンテンツ・メディア事業の売上高は 477,611 千

円となりました。 

 

②広告事業 

   当第１四半期会計期間におきましては、モバイル広告の需要が引続き拡大する中、当社が有力

と考える広告枠を当社が仕入れたうえで、既存広告代理店に対しての取り次ぎ関係を深める戦略

の強化を継続してまいりました。さらに、新規広告代理店に対しての取り次ぎ開始による販路の

拡大、また、アフィリエイトサービスにおける大口の販売等、売上高の拡大に向けた取り組みを

行いました。 

   以上の結果、当第１四半期会計期間における広告事業の売上高は 252,739 千円となりました。 

 

③その他の事業 

当第１四半期会計期間におきましては、クライアントからのモバイルサイトやインターネット

ウェブページの制作依頼が大きく増え、売上高を拡大することができました。また、携帯電話向

けサービスの運営支援も行っており、当第１四半期会計期間における売上高は 29,218 千円となり

ました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

  当第１四半期末における現金及び現金同等物は（以下「資金」）前事業年度末に比べ 33,634 千円
減少し、207,311 千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は次の通りであります。 

 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は 44,331 千円となりました。主な
収入要因は広告宣伝費の増加に伴う未払金の増加による収入55,240千円及び仕入債務の増加による
収入 36,171 千円であり、主な支出要因は売上債権の増加による支出 96,739 千円及び未払法人税等
の支払いによる支出 52,653 千円であります。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
当第１四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 63,592 千円となりました。主な

支出要因は敷金の支払いによる支出 39,212 千円、有形固定資産の取得による支出 16,629 千円であ
ります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第１四半期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は 74,290 千円となりました。主な

収入要因は短期借入金の増加 90,000 千円によるものであり、主な支出要因は配当金の支払による支

出 15,709 千円であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

コンテンツ・メディア事業においては、第三世代携帯電話向けの有料会員数増加に向けた取り組

みを継続していく方針です。具体的には「着うたフル®」並びに「電子書籍」に対しての成果報酬型

での広告宣伝費の投入、コンテンツの取扱い作品数増加によるユーザーメリットの向上に加え、取

扱作品の権利処理、人員の増員等に対し、一定コストを投下していく方針です。 

  広告事業においては、既存広告代理店との関係を深めつつ、新規広告代理店に対しての販路拡大

を継続していく方針です。また、モバイル版成果報酬型広告「ケータイＭＡＸ」の商流強化に向け

て、新サービスの開発、システム改修による機能の充実を進めていく方針です。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第１四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

１．現金及び預金  207,311  240,946

２．売掛金  500,204  405,387

３．商品  569  240

４．前払費用  82,226  89,084

５．その他  27,416  24,395

   ６．貸倒引当金  △1,316  △1,316

流動資産合計  816,412 78.6  758,737 81.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 61,326 5.9  48,455 5.2

２．無形固定資産  52,178 5.0  45,432 4.9

３．投資その他の資産   

(1）敷金保証金  79,697  40,485

(2）その他  28,914  33,859

投資その他の資産合計  108,611 10.5  74,344 8.0

固定資産合計  222,117 21.4  168,233 18.1

資産合計  1,038,529 100.0  926,970 100.0
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当第１四半期会計期間末 
(平成19年12月31日) 

前事業年度の要約貸借対照表 
（平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）   

Ⅰ 流動負債   

１．買掛金  294,991  257,619

２．短期借入金  155,000  65,000

３．未払金  79,428  22,075

４．その他 ※２ 14,249  75,262

流動負債合計  543,670 52.3  419,957 45.3

負債合計  543,670 52.3  419,957 45.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  140,000 13.5  140,000 15.1

２．資本剰余金   

資本準備金  184,921 184,921 

資本剰余金合計  184,921 17.8  184,921 20.0

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  396 396 

(2）その他利益剰余金   

繰越利益剰余金  169,542 181,695 

利益剰余金合計  169,938 16.4  182,091 19.6

株主資本合計  494,859 47.7  507,013 54.7

純資産合計  494,859 47.7  507,013 54.7

負債純資産合計  1,038,529 100.0  926,970 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約損益計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  759,569 100.0  2,024,482 100.0

Ⅱ 売上原価  508,727 67.0  1,348,507 66.6

売上総利益  250,842 33.0  675,974 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  242,893 32.0  488,026 24.1

営業利益  7,948 1.0  187,947 9.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  12 504 

２．その他  31 44 0.0 49 553 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  197 412 

２．上場準備費用  1,000 4,850 

３．その他  30 1,227 0.1 441 5,703 0.3

経常利益  6,766 0.9  182,797 9.0

Ⅵ 特別利益  － －  4,300 0.2

Ⅶ 特別損失 
※２、
３ 

－ －  7,478 0.3

税引前四半期（当期）純
利益 

 6,766 0.9  179,618 8.9

法人税、住民税及び事業
税 

 135 72,393 

法人税等調整額  3,075 3,210 0.4 2,476 74,869 3.7

四半期（当期）純利益  3,556 0.5  104,748 5.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金
合計 

利益準備金
繰越利益剰
余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

純資産合計

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013

事業年度中の変動額    

剰余金の配当  △15,709 △15,709 △15,709 △15,709

当期純利益  3,556 3,556 3,556 3,556

事業年度中の変動額合計（千円）  － △12,153 △12,153 △12,153 △12,153

平成19年12月31日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 169,542 169,938 494,859 494,859

    

 

 

前事業年度の要約株主資本等変動計算書（自平成 18 年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益
剰余金 

 
資本金 

資本準備金
資本剰余金
合計 

利益準備金
繰越利益剰
余金 

利益剰余
金合計 

株主資本
合計 

純資産合計

平成18年９月30日残高（千円） 125,000 169,921 169,921 396 86,333 86,729 381,651 381,651

事業年度中の変動額    

新株の発行 15,000 15,000 15,000  30,000 30,000

剰余金の配当  △9,386 △9,386 △9,386 △9,386

当期純利益  104,748 104,748 104,748 104,748

事業年度中の変動額合計（千円） 15,000 15,000 15,000 － 95,361 95,361 125,361 125,361

平成19年９月30日残高（千円） 140,000 184,921 184,921 396 181,695 182,091 507,013 507,013
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(4) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

  
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

税引前四半期（当期）純
利益 

 6,766 179,618 

減価償却費  7,851 25,954 

受取利息及び受取配当
金 

 △12 △504 

支払利息  197 412 

売上債権の増加額  △96,739 △157,785 

たな卸資産の増加額  △328 △240 

前払費用の増加額  10,393 △89,587 

仕入債務の増加額  36,171 77,307 

未払金の増加額  55,240 － 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

 △7,570 7,063 

その他  △3,382 △7,270 

小計  8,588 34,966 

利息及び配当金の受取
額 

 12 504 

利息の支払額  △279 △446 

法人税等の支払額  △52,653 △48,243 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △44,331 △13,219 
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当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度の要約 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 
注記
番号 

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △16,629 △23,137 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △7,527 △25,385 

保険積立金の支出  △223 △893 

敷金の差入れによる支
出 

 △39,212 △5,483 

その他  － 4,300 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △63,592 △50,599 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の増減額  90,000 60,000 

配当金の支払額  △15,709 △9,386 

その他  － 25,960 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 74,290 76,573 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△は減少額） 

 △33,634 12,754 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期
首残高 

 240,946 228,191 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四
半期期末(期末)残高 

※ 207,311 240,946 
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(5) 注記事項 

（財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

商品 

 移動平均法による原価法によっており

ます。 

商品 

同上 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

なお、主な耐用年数については下記

のとおりであります。 

建 物：６年～18年 

工具、器具及び備品：２年～15年 

(1）有形固定資産 

同左 

 

 

 

 

（会計方針の変更） 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度よ

り平成19年４月１日以降取得した有形

固定資産について、改正後の法人税法に

基づく減価償却方法に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響は軽微

であります。 

 (2）無形固定資産 

 定額法 

ソフトウェアについては、当社の利

用可能期間（３～５年）に基づいてお

ります。 

(2）無形固定資産 

同左 

３．引当金の計上基準 貸倒引当金 

  債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を勘案し、回

収不能見積額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

４．リース取引の処理方法 リース物件の所有権が借主に移転す

ると認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理に

よっております。 

同左 

５．四半期キャッシュ・フロ

ー計算書（キャッシュ・

フロー計算書）における

資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなっております。

同左 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によ

っております。 

消費税等の会計処理 

同左 
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 注記事項 

（貸借対照表関係） 

当第１四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年９月30日） 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

27,156千円 

※１．有形固定資産の減価償却累計額 

22,591千円 

※２．消費税等の取扱い 

仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、

「その他」として表示しております。 

※２．消費税等の取扱い 

────── 

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行４行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当第１四半期会計期間末の借入未実行の残

高は次のとおりであります。 

当座貸越極度額 500,000千円

借入実行残高 155,000千円

 差引額 345,000千円
 

３．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀

行３行と当座貸越契約を締結しております。これら契

約に基づく当事業年度末の借入未実行の残高は次のと

おりであります。 

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 65,000千円

 差引額 335,000千円
 

 

（損益計算書関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．減価償却実施額 

有形固定資産  4,564千円 

無形固定資産  3,286千円 

１．減価償却実施額 

有形固定資産  13,836千円 

無形固定資産  12,117千円 

※２        ────── ※２．固定資産除却損の内容は次のとおりであります。

工具器具及び備品 563千円 
 

※３．      ────── 

 

※３．減損損失 

当事業年度において当社は以下のとおり減損損失

を計上いたしました。 

場所 用途 種類 
減損損失 

（千円） 

本社 

（東京都新宿区）
自社利用 ソフトウェア 6,915

当社は、管理会計上の区分を考慮して資産グルー

プを決定し、減損損失の認識を行っております。 

携帯サイトのシステム開発費をソフトウェアとし

て計上し、当該ソフトウェア取得後の粗利益段階で

の黒字化を目指して経営努力をしておりましたが、

今後の収益の獲得が困難と判断されるため、帳簿価

額全額を減額し、当該減少額を減損損失（6,915千円）

として特別損失に計上いたしました。 

なお、当資産グループの回収可能価額は使用価値

により測定しており、使用価値については当該資産

の全額を減額したため、割引率の算定はしておりま

せん。 
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（株主資本等変動計算書関係） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当四半期会計期間
増加株式数 
（株） 

当四半期会計期間 
減少株式数 
（株） 

当四半期会計 
期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

  普通株式  （注） 22,768 － － 22,768 

    合計 22,768 － － 22,768 

自己株式 － － － － 

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前事業年

度末 

当四半期会

計期間増加

当四半期会

計期間減少 

当四半期 

会計期間末 

当四半期

会計期間末

残高 

（千円）

提出会

社 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － － 

合計 － － － － － － 

 （注）新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載して

おります。 
 
３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年12月18日 
定時株主総会 

普通株式 15,709 690 平成19年９月30日 平成19年12月19日 

 

(2）基準日が当第１四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計

期間末後となるもの 

   該当事項はありません。 



アクセルマーク株式会社（３６２４）平成 20 年９月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

14 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
前事業年度末 

株式数 
（株） 

当事業年度 
増加株式数 
（株） 

当事業年度 
減少株式数 
（株） 

当事業年度末 
株式数 
（株） 

発行済株式     

  普通株式  （注） 22,618 150 － 22,768 

    合計 22,618 150 － 22,768 

自己株式 － － － － 

 （注）普通株式の発行済株式の増加 150 株は、第三者割当増資に伴う新株発行による増加であります。 

 
２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数（株） 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約

権の目的

となる株

式の種類

前事業年

度末 

当事業年

度増加 

前事業年

度減少 

当事業年

度末 

当事業年

度末残高

（千円）

提出会

社 

ストック・オプションとし

ての新株予約権 
－ － － － － － 

合計 － － － － － － 

（注）新株予約権のうち、ストック・オプションについては、「（ストック・オプション等関係）」に記載して

おります。 

 

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額

(千円) 

１株当たり 
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年12月15日 
定時株主総会 

普通株式 9,386 415 平成18年９月30日 平成18年12月16日 

 
(2）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が事業年度末後となるもの 

決議 株式の種類 
配当金
の総額 
(千円) 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 

平成19年12月18日 
定時株主総会 

普通株式 15,709 利益剰余金 690
平成19年 
９月30日 

平成19年 
12月19日 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の当第１四半期会計期間末残高

と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係 

現金及び預金 207,311千円

 現金及び現金同等物 207,311千円
 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係 

現金及び預金 240,946千円

 現金及び現金同等物 240,946千円
 

 
（リース取引関係） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 内容の重要性が乏しく、契約１件当たりの金額が少額

なリース取引のため、財務諸表等規則第８条の６第６項

の規定により記載を省略しております。 

同左 

 
（有価証券関係） 

当第１四半期会計期間末（平成 19 年 12 月 31 日） 

該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

該当事項はありません。 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 
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（ストック・オプション等関係） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

１．ストック・オプションにかかる当第１四半期会計期間における費用計上額及び科目名 

  当社はストック・オプションの付与日現在において、非上場のため、当該ストック・オプ

ションは単位当たりの本源的価値の見積もりによって算定しており、付与時における本源的

価値合計が零のため、費用は計上しておりません。 

 

２．当第１四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

   該当事項はありません。 
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前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

１．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

 平成17年 
ストック・オプション 

平成17年 
ストック・オプション 

平成17年 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人
数 

当社の取締役 ２名 
当社の従業員 23名 

当社の監査役 １名 社外協力者 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式1,220株 普通株式50株 普通株式30株 

付与日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 平成17年９月20日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
 

対象勤務期間 
平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

平成17年９月20日から 
平成19年７月31日まで 

権利行使期間 
平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

平成19年８月１日から 
平成24年７月31日まで 

 

 平成18年 
ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

平成18年 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人
数 

当社の取締役 ４名 
当社の従業員 22名 

当社の監査役 １名 社外協力者 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式1,440株 普通株式50株 普通株式10株 

付与日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 平成18年４月17日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
 

対象勤務期間 
平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

平成18年４月17日から 
平成20年３月31日まで 

権利行使期間 
平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 

平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 

平成20年４月１日から 
平成25年３月31日まで 
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 平成19年 
ストック・オプション 

平成19年 
ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人
数 

当社の取締役 ３名 
当社の従業員 25名 

当社の監査役 １名 

株式の種類別のストッ
ク・オプションの数 

普通株式490株 普通株式10株 

付与日 平成19年１月16日 平成19年１月16日 

権利確定条件 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

いずれかの証券取引所に
上場された場合に限る。 
新株予約権者は、権利行使
時においても、当社、当社
子会社または関連会社の
取締役、監査役または従業
員いずれかの地位にある
ことを要する。ただし、新
株予約権者の退任又は退
職後の権利行使につき正
当な理由があると取締役
会が認めた場合は、この限
りではない。 

対象勤務期間 
平成19年１月17日から 
平成21年１月16日まで 

平成19年１月17日から 
平成21年１月16日まで 

権利行使期間 
平成21年１月17日から 
平成25年12月31日まで 

平成21年１月17日から 
平成25年12月31日まで 

（注）株式数に換算して記載しております。 

 
(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

当事業年度（平成 19 年９月期）において存在したストック・オプションを対象とし、スト

ック・オプションの数については、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

 平成17年 
ストック・オプション 

平成17年 
ストック・オプション 

平成17年 
ストック・オプション 

権利確定前  (株)    
 期首 1,185 50 30 

 付与 － － － 

 失効 235 － － 

 権利確定 950 50 30 

 未確定残 － － － 

権利確定後  (株)    
 期首 － － － 

 権利確定 950 50 30 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 950 50 30 

 



アクセルマーク株式会社（３６２４）平成 20 年９月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結） 

19 

 
 平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利確定前  (株)    
 期首 1,425 50 10 

 付与 － － － 

 失効 300 － － 

 権利確定 － － － 

 未確定残 1,125 50 10 

権利確定後  (株)    
 期首 － － － 

 権利確定 － － － 

 権利行使 － － － 

 失効 － － － 

 未行使残 － － － 

 
 平成19年 

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

権利確定前  (株)   
 期首 － － 

 付与 490 10 

 失効 10 － 

 権利確定 － － 

 未確定残 480 10 

権利確定後  (株)   
 期首 － － 

 権利確定 － － 

 権利行使 － － 

 失効 － － 

 未行使残 － － 
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② 単価情報 
 平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 
平成17年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 50,000 50,000 50,000 

行使時平均株価（円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日）（円） 

－ － － 

 
 平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 
平成18年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 100,000 100,000 100,000 

行使時平均株価（円） － － － 

公正な評価単価 
（付与日） （円） 

－ － － 

 
 平成19年 

ストック・オプション 
平成19年 

ストック・オプション 

権利行使価格（円） 200,000 200,000 

行使時平均株価（円） － － 

公正な評価単価 
（付与日） （円） 

－ － 

 
２．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

当事業年度において付与された平成 19 年ストック・オプションの公正な評価単価は、未公

開企業であるため、単位当たりの本源的価値を見積る方法により算定しております。 

また、単価当たり本源的価値を算定する基礎となる自社の株式価値は、類似公開企業比較方

式により算定しております。 

なお、当事業年度末における本源的価値の合計額はゼロであります。 

 

（持分法損益等） 

当第１四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 19 年 12 月 31 日） 

当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自平成 18年 10 月１日 至平成 19 年９月 30 日） 

当社は、関連会社が存在しないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

 

１株当たり純資産額 21,734.87円 

１株当たり四半期純利益 156.20円 

  

 

１株当たり純資産額 22,268.87円 

１株当たり当期純利益金額 4,607.77円 

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非

上場であるため、期中平均株価が把握できませんので記

載しておりません。 

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

項目 
当第１四半期会計期間末 
（平成19年12月31日） 

前事業年度末 
（平成19年９月30日） 

貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 494,859 507,013 

普通株式に係る純資産額(千円) 494,859 507,013 

普通株式の発行済株式数(株) 22,768 22,768 

普通株式の自己株式数(株) － － 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普

通株式(株) 
22,768 22,768 

 

２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 
当第１四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

四半期（当期）純利益（千円） 3,556 104,748 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － 

普通株式に係る四半期（当期）純利益 

（千円） 
3,556 104,748 

期中平均株式数（株） 22,768 22,733 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり四半期（当期）純利益の算定

に含めなかった潜在株式の概要 

新株予約権（新株予約権の数2,617

個）。 

新株予約権（新株予約権の数2,705

個）。 
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（重要な後発事象） 

当第１四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成19年12月31日） 

前事業年度 
（自 平成18年10月１日 
至 平成19年９月30日） 

１．ストック・オプションの発行 

平成19年12月18日開催の定時株主総会及び平成20年

１月15日開催の取締役会の決議に基づき、平成20年１

月16日付で当社従業員に対して、会社法第236条、第238

条及び第239条の規定に基づき新株予約権の付与（スト

ック・オプション）をいたしております。 

当該ストック・オプションにつきまして、「ストッ

ク・オプション等に関する会計基準」（企業会計基準

第８号）及び「ストック・オプション等に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11号）の

適用による損益の影響はありません。 

（1）発行株式数  普通株式 77株 

（2）発行価格   １株につき200,000円 

（3）発行総額   15,400千円 

（4）付与対象者  当社従業員17名 

（5）権利行使期間 平成22年１月17日から 

平成27年１月31日まで 

────── 

 

 

 

(6) 事業部門別売上高 
当第１四半期会計期間 前事業年度  

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

コンテンツ・メディア事業 477,611 62.9 1,335,962 66.0

広告事業 252,739 33.3 605,660 29.9

その他 29,218 3.8 82,859 4.1

合計 759,569 100.0 2,024,482 100.0

 

 


