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    平成20年９月期  第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

平成 20 年８月４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）取締役経営戦略本部長（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３四半期の業績（平成 19年 10 月１日 ～ 平成 20 年６月 30 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３四半期 2,578    －     62   －     38   － 19    － 

19 年９月期第３四半期 －     － －    － －    － －    － 

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３四半期 789  96 780   18 

19 年９月期第３四半期    － －  

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３四半期 1,967 1,358 69.0 47,055  90 

19 年９月期第３四半期 － － －    － 

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３四半期 △ 229 △ 208 764 567 

19 年９月期第３四半期 － － － － 

19 年９月期 △ 13 △ 50 76 240 

（注）平成 19 年９月期第３四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３四半期の

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

通     期 3,500  72.9 100  △46.8 74  △59.5 37  △64.7 1,481  42 



アクセルマーク㈱（3624）平成 20 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

- 2 - 

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) 最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」の別添に定められ
ている「四半期財務諸表等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３四半期会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題及び原油価格の高騰によ

る物価上昇などから、景気の減速感が強まって参りました。 

当社を取り巻く環境といたしましては、日本国内における携帯電話の契約者数が平成 20 年６月末

現在で１億 364 万契約に達しており、そのうち第三世代携帯電話の契約者に占める割合は 88.0%と前

年同期の 76.7%から一段と高まってきております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。また、着

うたフル®、電子書籍、動画など３Ｇコンテンツの中でも特に大容量コンテンツである動画が配信可

能な高機能電話の普及が着実に進んでおります。 

このような環境の下、当社はコンテンツ・メディア事業において、第２四半期に確立した効果的

な広告宣伝手法であるライフタイムコミッションとランディングページの施策を実行し、有料会員

の会員数増加を目指しました。しかし、当初想定していたほどの会員数を獲得するには至っており

ません。広告事業においては、モバイル広告への出稿意欲が引き続き高まる中、有力モバイルメデ

ィアの取り扱いを増加させたことにより売上高は順調に拡大いたしました。 

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は 2,578,653 千円、営業利益は 62,567 千円、経常利

益は 38,737 千円、四半期純利益は 19,730 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３四半期会計期間におきましては、広告出稿先の提携サイトから入会した会員が継続して

当社サイトの会員でいる限り手数料を提携サイトに支払うライフタイムコミッションおよび特定

のコンテンツを積極的にプロモーションするランディングページの施策を行い、着うた®、着うた

フル®、電子書籍、動画など３Ｇコンテンツの有料会員の会員数増加を目指しました。しかし、ラ

イフタイムコミッションに関しては継続率の高い会員が獲得できたものの、いずれの施策におい

ても想定していたほどの課金数を獲得することが出来ず、当初計画を下回る結果となりました。

また、当第３四半期において有力アーティストのコンテンツ配信およびそれによる会員数増加を

予定していたものの、第４四半期以降にずれ込む結果となりました。 

   以上の結果、当第３四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 1,331,758

千円となりました。 

 

②広告事業 

   当第３四半期会計期間におきましては、モバイル広告の需要が引き続き拡大する中、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、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３四半期会計期間における広告事業の売上高は1,163,298千円となりました。 

 

③その他の事業 

当第３四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公式化、コンテン

ツ制作依頼が増加し、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３四半期会計期間における売上高は 83,595 千円となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

  当第３四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 326,657 千円
増加し、567,603 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３四半期会計期間において、営業活動の結果使用した資金は 229,632 千円となりました。主
な収入要因は仕入債務の増加による収入 284,632 千円であり、主な支出要因は売上債権の増加によ
る支出 306,224 千円、前払費用の増加 191,826 千円及び未払法人税等の支払いによる支出 88,779 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３四半期会計期間において、投資活動の結果使用した資金は 208,293 千円となりました。主

な収入要因は有価証券の売却による収入 101,299 千円、主な支出要因は有価証券の取得による支出
101,186 千円および敷金保証金の支払いによる支出 139,212 千円であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

当第３四半期会計期間において、財務活動の結果得られた資金は 764,583 千円となりました。主

な収入要因は株式の発行による収入 840,293 千円によるものであり、主な支出要因は短期借入金の

増加額 60,000 千円であります。 

 

３．業績予想に関する定性的情報 

当社は、平成 20 年２月 15 日付で発表した業績予想を、平成 20 年７月 18 日に修正いたしました。

売上高に関しては、コンテンツ・メディア事業において有料会員の獲得数が当初想定通りに獲得で

きなかったこと、広告事業において売上高を伸ばしたもののコンテンツ・メディア事業の落ち込み

分をカバーすることが出来なかったため、平成 20 年９月期売上高は 3,500 百万円（当初予想比△

3.2%）となる見込みであります。 

利益に関しては、利益率の高いコンテンツ・メディア事業の売上高が当初予想を下回る見込みで

あること、広告事業の売上増加にともなう利益の積み増しでは、コンテンツ・メディア事業の落ち

込み分を補うことが出来ないことから、営業利益は 100 百万円（当初予想比△71.4%）となる見込み

であります。営業利益の減少にともない、経常利益は 74 百万円（当初予想比△77.2%）、当期純利益

は 37 百万円（当初予想比△80.1%）となる見込みであります。 

 

以上を踏まえて、各事業の今後の施策は以下のようになります。 

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コンテンツ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。具体的にはライフタイムコミッションやランディングペー

ジの施策などの広告手法を引き続き実行するとともに、人気アーティストの権利獲得を行うことで、

より集客力を高めて参ります。また、動画コンテンツについては今後市場成長が期待できるため、

作品数を増加させることでサイトを充実させて積極的に課金数を伸ばして参りたいと思います。 

広告事業においては、広告主の出稿意欲は引き続き増加するものと予想しており、広告代理店に

対して積極的な営業活動を継続いたします。また、広告主のニーズが高い有力モバイルメディアを

積極的に取り扱うことによって、売上高を伸ばして参りたいと考えております。 

その他事業においては、引き続きニーズの高いモバイルサイトの公式化支援サービス、モバイル

サイトの構築やコンテンツ制作などを引き続き行って参ります。 

 

４．その他 

  特記すべき事項はございません。 
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４．四半期財務諸表 

(1) 四半期貸借対照表 

  
当第３四半期会計期間末 
(平成20年６月30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  567,603  240,946

２．売掛金  711,612  405,387

３．商品  1,337  240

４．前払費用  119,342  89,084

５．その他  62,122  24,395

   ６．貸倒引当金  △2,681  △1,316

流動資産合計  1,459,338 74.2  758,737 81.9

Ⅱ 固定資産   

１．有形固定資産 ※１ 69,691 3.5  48,455 5.2

２．無形固定資産  67,631 3.4  45,432 4.9

３．投資その他の資産   

(1）長期前払費用  185,020  23,485

(2) 敷金保証金  179,697  40,485

(3）その他  6,557  10,374

投資その他の資産合計  371,276 18.9  74,344 8.0

固定資産合計  508,599 25.8  168,233 18.1

資産合計  1,967,937 100.0  926,970 100.0
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当第３四半期会計期間末 
(平成20年６月30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  542,252  257,619

２．短期借入金  5,000  65,000

３．未払法人税等  2,003  54,366

４．その他 ※２ 59,848  42,971

流動負債合計  609,104 31.0  419,957 45.3

負債合計  609,104 31.0  419,957 45.3

   

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

１．資本金  563,900 28.7  140,000 15.1

２．資本剰余金   

資本準備金  608,821 184,921 

資本剰余金合計  608,821 30.9  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  185,715 181,695 

利益剰余金合計  186,111 9.5  182,091 19.6

株主資本合計  1,358,833 69.0  507,013 54.7

純資産合計  1,358,833 69.0  507,013 54.7

負債純資産合計  1,967,937 100.0  926,970 100.0
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(2) 四半期損益計算書 

  
当第３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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  2,578,653 100.0  2,024,482 100.0

Ⅱ 売上原価  1,909,504 74.1  1,348,507 66.6

売上総利益  669,148 25.9  675,974 33.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  606,581 23.5  488,026 24.1

営業利益  62,567 2.4  187,947 9.3

Ⅳ 営業外収益   

１．受取利息  320 504 

２．有価証券売却益  112 － 

３．遅延損害金収入  1,129 － 

４．その他  31 1,593 0.1 49 553 0.0

Ⅴ 営業外費用   

１．支払利息  940 412 

２．株式交付費  7,507 135 

３．株式上場関連費  6,347 － 

４．上場準備費用  10,628 4,850 

５．その他  － 25,423 1.0 306 5,703 0.3

経常利益  38,737 1.5  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 

 38,737 1.5  179,618 8.9

法人税、住民税及び事業
税 

 8,157 72,393 

法人税等調整額  10,850 19,007 0.7 2,476 74,869 3.7

四半期（当期）純利益  19,730 0.8  104,748 5.2
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(3) 四半期株主資本等変動計算書 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年６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

第３四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行 423,900 423,900 423,900  847,800 847,800

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

四半期純利益  19,730 19,730 19,730 19,730

第３四半期会計期間中の変動額 
合計（千円） 

423,900 423,900 423,900 － 4,020 4,020 851,820 851,820

平成20年６月30日残高（千円） 563,900 608,821 608,821 396 185,715 186,111 1,358,833 1,358,833
    

 

 

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３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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 

 38,737 179,618 

減価償却費  26,788 25,954 

貸倒引当金の増加額  1,365 1,316 

株式交付費  7,507 135 

受取利息及び受取配当
金 

 △320 △504 

支払利息  940 412 

有価証券売却益  △112 － 

売上債権の増加額  △306,224 △157,785 

たな卸資産の増加額  △1,097 △240 

前払費用の増加額  △191,826 △89,587 

仕入債務の増加額  284,632 77,307 

未払消費税等の増加額 
（△は減少額） 

 △15,591 7,063 

その他  14,936 △8,721 

小計  △140,265 34,966 

利息及び配当金の受取
額 

 320 504 

利息の支払額  △907 △446 

法人税等の支払額  △88,779 △48,243 

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △229,632 △13,219 
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当第３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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 

   

有価証券の取得による
支出 

 △101,186 － 

有価証券の売却による
収入 

 101,299 － 

有形固定資産の取得に
よる支出 

 △26,920 △23,137 

無形固定資産の取得に
よる支出 

 △31,603 △25,385 

保険積立金の支出  △670 △893 

敷金・保証金の差入れに
よる支出 

 △139,212 △5,483 

その他  △10,000 4,300 

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 △208,293 △50,599 

Ⅲ 財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

   

短期借入金の純増減額  △60,000 60,000 

株式の発行による収入  840,293 29,865 

配当金の支払額  △15,709 △9,386 

その他  － △3,905 

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー 

 764,583 76,573 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増
加額（△は減少額） 

 326,657 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
半期末(期末)残高 

※ 567,603 240,946 

    

 



アクセルマーク㈱（3624）平成 20 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

- 11 - 

(5) 注記事項 

（四半期財務諸表作成の基本となる重要な事項） 

項目 
当第３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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．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 

同左 

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）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

ただし、配信権については、販売数量

に基づく償却額と契約期間に基づく均等

額とを比較し、いずれか大きい額を償却

しております。 

(3）長期前払費用 

 均等償却によっております。 

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．その他四半期財務諸表（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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 追加情報 

当第３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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．営業の譲受 

平成20年４月14日開催の取締役会において、平成20

年10月１日をもって株式会社テレマーケティングジャ

パン（以下、「ＴＭＪ」という。）より携帯コンテンツ

事業に関する営業を譲り受けることを決議いたしまし

た。なお、当第３四半期会計期間において、以下の契

約内容に変更はありません。 

────── 

（1）譲受の目的  

  当社は、各移動体通信事業者（以下、「通信キャリ

ア」という。）が提供するメニューサービスにおいてモ

バイルサイトを運営するコンテンツ・メディア事業を

展開しておりますが、同事業の更なる業容拡大を図る

ため、ＴＭＪより携帯コンテンツ事業に関する営業を

譲り受けるものであります。 

 

（2）譲り受ける事業の内容 

  ＴＭＪが通信キャリアの提供するメニューサービス

において運営するモバイルサイトに関する営業 

 

（3）譲受の内容 

  ①譲受価額 120,000千円 

  ②譲り受ける資産・負債の項目 

    のれんの譲受のため、該当項目はありません。 

 

（4）重要な特約等 

  本事業譲渡の実行は、以下の条件を充足させること

と、もしくは、その条件の充足の見込みがあると双方

が合意していることを条件とします。 

 

 ①ＴＭＪが契約するすべての通信キャリアについ

て、同社から当社への契約上の地位の承継につい

て承認を得ていること。 

 

  ②当該事業譲渡に関連するモバイルサイトのユーザ

ーに対し、本件の利用契約の契約上の地位の承継

に必要な手続きがすべて完了していること。 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

当第３四半期会計期間末 
(平成20年６月30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 

38,776千円 

※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３四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 5,000千円

 差引額 495,000千円
 

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３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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  16,184千円 

無形固定資産  10,604千円 

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３四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年６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） 

当第３四半期会計
期間増加株式数 

（株） 

当第３四半期会計
期間減少株式数 

（株） 

当第３四半期会計
期間末株式数 

（株） 

発行済株式     

  普通株式  （注） 22,768 6,109 － 28,877 

    合計 22,768 6,109 － 28,877 

自己株式 － － － － 

（注）普通株式の発行済株式総数の増加のうち、5,000 株については平成 20 年３月 17 日払込期日の公

募増資に伴う新株発行によるものであり、1,109 株については新株予約権の行使に伴う新株発行

によるものであります。 

 

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３四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３四半期会計

期間末後となるもの 

   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．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３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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 567,603千円

 現金及び現金同等物 567,603千円
 

※ 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３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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、記載を省略しております。 

同左 

 

（デリバティブ取引関係） 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年６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。 

 

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３四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年６月 30 日） 

１．ストック・オプションに係る当第３四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３四半期会計期間に付与したストック・オプションの内容 

 平成20年ストック・オプション 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 17名 

株式の種類別のストック・オプションの数 普通株式 77株 

付与日 平成20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。 

対象勤務期間 平成20年１月16日から平成22年１月16日まで 

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 

権利行使価格（円）              200,000 

付与日における公正な評価単価（円）                 ― 
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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・オプションに係る当第３四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．当事業年度において存在したストック・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 
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 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 

 

 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。 



アクセルマーク㈱（3624）平成 20 年９月期 第３四半期財務・業績の概況（非連結） 

- 20 - 

   （持分法損益等） 

当第３四半期会計期間（自平成 19 年 10 月１日 至平成 20 年６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。 

 

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３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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 47,055.90円 

１株当たり四半期純利益金額 789.96円 

潜在株式調整後１株当たり四半
期純利益金額 

780.18円 

  
  

 

１株当たり純資産額 22,268.67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。 

（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３四半期会計期間末 

(平成20年６月30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) 1,358,833 507,013 

普通株式に係る純資産額(千円) 1,358,833 507,013 

普通株式の発行済株式数(株) 28,877 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) 
28,877 22,768 

 
２．１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（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３四半期会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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株当たり四半期（当期）純利益金額   

四半期（当期）純利益（千円） 19,730 104,748 

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） 
19,730 104,748 

期中平均株式数（株） 24,976 22,733 

   

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）

純利益金額 
  

四半期（当期）純利益調整額（千円） － － 

普通株式増加数（株） 313 － 

 （うち新株予約権） （313） （－） 

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502

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３四半期会計期間 
（自 平成19年10月１日 
至 平成20年６月30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３四半期会計期間 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 1,331,758 51.7 1,335,962 66.0

広告事業 1,163,298 45.1 605,660 29.9

その他 83,595 3.2 82,859 4.1

合計 2,578,653 100.0 2,024,482 100.0
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