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1.  平成21年9月期第2四半期の業績（平成20年10月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年9月期第2四半期 1,875 ― △48 ― △56 ― △60 ―
20年9月期第2四半期 1,639 ― 60 ― 37 ― 19 ―

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

21年9月期第2四半期 △2,108.18 ―
20年9月期第2四半期 845.04 844.72

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

21年9月期第2四半期 2,157 1,282 59.3 44,434.90
20年9月期 2,067 1,372 66.4 47,533.51

（参考） 自己資本   21年9月期第2四半期  1,280百万円 20年9月期  1,372百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年9月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
21年9月期 ― 0.00
21年9月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 2,700 ― △112 ― △126 ― △160 ― △5,540.74
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項
等の変更に記載されるもの） 

(注) 詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第2四半期 28,877株 20年9月期  28,877株
② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期  60株 20年9月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第2四半期 28,874株 20年9月期第2四半期 23,175株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が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、多分に不確定な要素を
含んでおります。実際の実績等は、業況の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適
用指針第14条）を適用しております。 
３．平成21年２月24日付「会社分割によるメディアプランニング事業の分社化に関するお知らせ」において開示いたしましたとおり、新設分割の方法によって
100％子会社である株式会社メディアグロウを設立し、平成21年９月期第３四半期より連結財務諸表を作成いたします。なお、平成21年９月期連結通期業
績予想は売上高3,700百万円、営業利益△112百万円、経常利益△126百万円、当期純利益△160百万円であります。 
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当第２四半期累計期間における我が国経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機が実態経済

にも深刻な影響を及ぼし、個人消費や設備投資の低迷、企業業績の急劇な悪化など景気後退が進行し、先行き不透明

感がさらに高まっております。 

 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21年３月末現在で１億748万契

約に達しており、そのうち第３世代携帯電話の契約者数が占める割合は平成20年３月末の85.8％から平成21年３月末

には92.7％と、引き続き拡大傾向になっております（出所：社団法人電気通信事業者協会）。また、パケット定額制

サービスへの加入率に関しても2008年度には52.3％となり、半数以上の利用者が定額料金での高速データ通信が可能

な状況となっております（出所：ケータイ白書2009）。 

このような環境の下、コンテンツ・メディア事業において、アーティストや動画コンテンツなど差別化コンテンツ

の配信による会員数の増加を目指して参りました。しかしながら、ケータイ動画市場の順調な立ち上がりを見据えた

先行投資を行ったものの、現時点では当社が想定した通りの市場拡大はしておらず、投資回収をする段階までは至っ

ておりません。また、ＲＯＩを重視した集客方法の一つである「ランディングページの施策」において、提携してい

る一部のサイトで獲得したユーザーが、当社サイトへ入会しているものの利用料金を支払わず回収不能となる事態が

発生しました。これにより、期初に予定していた広告出稿を抑制したため広告宣伝費を一部削減することは出来まし

たが、会員獲得数の減少が起きたため売上高は伸び悩んでおります。さらに今後の未回収が想定される金額に対して

貸倒引当金を計上したため、販売費及び一般管理費が想定以上に増加しております。 

広告事業に関しては、これまで取り扱っていたｍｉｘｉモバイルやＧＲＥＥなどの広告枠に加え、平成21年１月よ

り株式会社ディーツーコミュニケーションズとの取り組みを開始したことで、モバゲータウンやキャリアメニューな

ど取り扱いメディアの充実を図り売上高を順調に拡大させることで出来ました。 

その他事業に関しては、モバイルサイトの開発、運営受託及び公式メニュー化支援サービスなどの受注活動は順調

に推移しております。 

 以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は1,875,580千円（前年同期比14.4％増）、営業損失は48,022千

円（前年同期は60,201千円の営業利益）、経常損失は56,798千円（前年同期は37,159千円の経常利益）、四半期純損

失は60,871千円（前年同期は19,583千円の四半期純利益）となりました。 

  

部門別の状況は次のとおりであります。 

（コンテンツ・メディア事業） 

コンテンツ・メディア事業は、携帯電話利用者に対して「着うたフル®」「電子書籍」「動画」といった３Ｇコンテ

ンツの配信を行うものであり当社の主力事業であります。また、コンテンツの課金数は、平成21年３月末時点で430千

件（平成20年12月末比29千件減）となっております。 

会員数の増加を図るための施策として、アーティストサイトや動画コンテンツなど差別化コンテンツの配信による

会員数の増加を目指して参りました。具体的な施策として、アーティストサイトにおいては、Ｘ ＪＡＰＡＮのカウ

ントダウンライブチケットの販売、加藤ミリヤのＣＤ購入者限定スペシャルコンテンツの配信などを実施し、動画コ

ンテンツに関しては、劇場公開作品とのタイアップによるプロモーションやアニメ動画で品揃えをより充実させてお

ります。しかしながら、ケータイ動画市場は現時点において当社が想定した通りの市場拡大はしておらず、市場拡大

を見据えた先行投資について投資回収をする段階までは至っておりません。 

また、ＲＯＩを重視した集客方法の一つである「ランディングページの施策」において、提携している一部のサイ

トで獲得したユーザーが、当社サイトへ入会しているものの利用料金を支払わず回収不能となる事態が発生しまし

た。これにより、期初に予定していた広告出稿を大幅に抑制したため会員獲得数が減少しております。この現状を踏

まえ、ＲＯＩを重視した新しい会員獲得方法を模索しております。 

以上の結果、コンテンツ・メディア事業の売上高は903,632千円（前年同期比0.9％減）となりました。 

  

（広告事業） 

 広告事業は、他社が運営するモバイルメディアの広告枠を広告代理店に対して販売するメディアプランニング事業
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と、アフィリエイトシステム「ケータイＭＡＸ」の運営業務を行うアフィリエイト事業がございます。メディアプラ

ンニング事業においては、引き続きｍｉｘｉモバイルやＧＲＥＥなど大手ＳＮＳメディアの広告枠の販売に加えて、

平成21年１月より株式会社ディーツーコミュニケーションズとの取り組みがスタートし、モバゲータウンやＮＴＴド

コモのキャリアメニューなど取り扱い媒体が増えたことにより受注活動は順調に推移しております。アフィリエイト

事業においては、引き続き株式会社セプテーニ・クロスゲートとの協業により、当社はアフィリエイトシステム「ケ

ータイＭＡＸ」の運営業務を行っております。 

 以上の結果、広告事業の売上高は902,095千円（前年同期比33.6％増）となりました。 

  

（その他事業） 

 その他事業は、モバイルサイトの公式メニュー化、モバイルサイトの運営支援及び受託制作等を行うものでありま

す。当第２四半期累計期間においては、モバイルサイト開発にとどまらず運営支援もご依頼頂く案件が増加している

ため、受注活動は順調に推移しております。 

以上の結果、その他事業の売上高は69,853千円（前年同期比33.9％増）となりました。 

（※前年同期比較は、参考として掲載しております。） 

  

  

 資産、負債及び純資産の状況は以下のとおりです。 

  

当第２四半期累計期間における資産の状況は、借入金の増加により現金及び現金同等物が181,708千円増加したこと

や、のれんが131,750千円増加した一方、売掛金が155,416千円減少したことなどにより、総資産が前期末に比べて

90,517千円増加し2,157,778千円となりました。負債は、長期借入金（１年以内返済予定含む）が275,100千円増加し

たことや買掛金が86,183千円減少したことなどにより、前期末に比べて180,834千円増加し875,470千円となりまし

た。 

 純資産は四半期純損失60,871千円を計上したことなどにより前期末に比べて90,317千円減少し、1,282,307千円とな

りました。純資産が減少したことや借入金の増加により負債の金額が増加したため、自己資本比率は前期末の66.4％

から59.3％に減少いたしました。 

  

 各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、営業活動の結果得られた資金は103,197千円となりました。主な収入要因は売上債

権の減少による155,416千円及び前払費用の減少による27,020千円によるものであり、主な支出要因は仕入債務の減少

による86,183千円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、投資活動の結果使用した資金は165,649千円となりました。主な支出要因は営業譲

受による支出135,000千円であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間において、財務活動の結果得られた資金は244,161千円となりました。主な収入要因は長期借

入金による収入300,000千円であり、主な支出要因は配当金支払28,543千円及び長期借入金の返済による支出24,900千

円であります。 

  

２．財政状態に関する定性的情報
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 当社は、第２四半期会計期間における当社の現状とモバイルコンテンツの市場環境を踏まえて、平成21年３月13日

付「平成21年９月期第２四半期累計及び通期業績予想の修正ならびに平成21年９月期連結通期業績予想に関するお知

らせ」にて開示させて頂いたとおり、平成20年11月６日付で発表した平成21年９月期業績予想を修正しております。 

 第３四半期以降の施策としては、コンテンツ・メディア事業については、引き続きオリジナルコンテンツを充実さ

せることによる既存会員の退会防止策、新規サイトの立ち上げによる新たなユーザー層の確保などの施策を継続しま

す。また、ケータイ動画に関しては引き続き緩やかな成長を見込んでいるため、先行投資の回収までには至らないと

予想しております。 

 販売費及び一般管理費については、各項目の見直しを行い費用の削減に努めて効率的な経営管理体制を目指してお

ります。諸経費削減の一環として、本社移転を予定しております。本社移転に際し、固定資産の除却や原状回復のた

めの費用を特別損失として計上する予定ではありますが、更なる業務の効率化と経費削減を図るべく実行してまいり

ます。 

 なお、売上高に関しましては平成21年４月１日付でメディアプランニング事業を分社化したため、当該売上高が減

少する見込みであります。 

 以上の結果、売上高2,700百万円（前年同期比△24.7％減）、営業損失は112百万円（前年同期は101百万円の営業利

益）、経常損失は126百万円（前年同期は75百万円の経常利益）、当期純損失は160百万円（前年同期は33百万円の当

期純利益）となる見込みであります。 

  

 また、平成21年２月24日付「会社分割によるメディアプランニング事業の分社化に関するお知らせ」において開示

いたしましたとおり、新設分割の方法によって100％子会社である株式会社メディアグロウを設立し、平成21年９月期

第３四半期より連結財務諸表を作成することになっており、連結業績予想については以下のとおりであります。 

  

 平成21年９月期連結通期業績予想（平成20年10月１日～平成21年９月30日） 

  

    １．固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

 ております。 

２．棚卸資産の評価方法 

  棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価格を見積もり、簿

 価切下げを行う方法によっております。  

３．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

 況に著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

 ンニングを利用する方法によっており、前事業年度末以降に経営環境等、また、一時差異等の発生状況に著し

 い変化が認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに著し

 い変化の影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

  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  

 通  期 
百万円 

       3,700 

百万円 

       △112 

百万円 

     △126 

百万円 

 △160  

    円 銭 

  △5,540.74  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 727,998 546,289

売掛金 638,407 793,823

商品 － 1,422

その他 114,077 142,216

貸倒引当金 △18,053 △4,317

流動資産合計 1,462,429 1,479,436

固定資産   

有形固定資産 56,333 66,540

無形固定資産   

のれん 131,750 －

その他 67,587 60,879

無形固定資産合計 199,337 60,879

投資その他の資産   

敷金及び保証金 279,727 279,697

その他 159,949 180,707

投資その他の資産合計 439,677 460,404

固定資産合計 695,348 587,825

資産合計 2,157,778 2,067,261

負債の部   

流動負債   

買掛金 444,502 530,685

短期借入金 105,000 105,000

1年内返済予定の長期借入金 99,600 －

未払法人税等 2,139 5,139

その他 48,729 53,810

流動負債合計 699,970 694,635

固定負債   

長期借入金 175,500 －

負債合計 875,470 694,635

純資産の部   

株主資本   

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 608,821 608,821

利益剰余金 110,155 199,903

自己株式 △2,395 －

株主資本合計 1,280,480 1,372,625

新株予約権 1,826 －

純資産合計 1,282,307 1,372,625

負債純資産合計 2,157,778 2,067,261
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,875,580

売上原価 1,483,526

売上総利益 392,053

販売費及び一般管理費 440,075

営業損失（△） △48,022

営業外収益  

受取利息 419

受取配当金 147

還付加算金 358

営業外収益合計 925

営業外費用  

支払利息 1,451

株式上場関連費用 8,045

その他 205

営業外費用合計 9,702

経常損失（△） △56,798

特別損失  

減損損失 2,009

特別損失合計 2,009

税引前四半期純損失（△） △58,808

法人税、住民税及び事業税 265

法人税等調整額 1,798

法人税等合計 2,063

四半期純損失（△） △60,871
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △58,808

減価償却費 19,600

のれん償却額 13,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,736

受取利息及び受取配当金 △419

支払利息 1,451

株式報酬費用 1,826

減損損失 2,009

売上債権の増減額（△は増加） 155,416

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,193

仕入債務の増減額（△は減少） △86,183

前払費用の増減額（△は増加） 27,020

その他 3,936

小計 94,030

利息及び配当金の受取額 419

利息の支払額 △1,730

法人税等の支払額 △2,108

法人税等の還付額 12,587

営業活動によるキャッシュ・フロー 103,197

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 △908

無形固定資産の取得による支出 △19,139

投資有価証券の取得による支出 △10,125

営業譲受による支出 △135,000

その他 △476

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,649

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △24,900

自己株式の取得による支出 △2,395

配当金の支払額 △28,543

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,161

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 181,708

現金及び現金同等物の期首残高 546,289

現金及び現金同等物の四半期末残高 727,998

アクセルマーク㈱（3624）平成21年９月期第２四半期決算短信（非連結）

－ 8 －



 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計

基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        1,639,294  100.0

Ⅱ 売上原価        1,155,062  70.5

売上総利益        484,232  29.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費        424,031  25.8

営業利益        60,201  3.7

Ⅳ 営業外収益                  

 １.受取利息  307            

 ２.その他  40  348  0.0

Ⅴ 営業外費用                  

 １.支払利息  660            

 ２.株式交付費  7,178            

 ３.株式上場関連費  4,923            

 ４.上場準備費用  10,628  23,390  1.4

経常利益        37,159  2.3

税引前中間純利益        37,159  2.3

法人税、住民税及び事業
税 

 11,086            

法人税等調整額  6,489  17,575  1.1

中間純利益        19,583  1.2
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書

  
前中間会計期間 

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  37,159

減価償却費   16,519

貸倒引当金の増加額  1,365

株式交付費   7,178

受取利息及び受取配当金   △307

支払利息   660

売上債権の増加額   △253,001

たな卸資産の増加額   △676

前払費用の増加額   △122,191

仕入債務の増加額   123,399

未払消費税等の減少額   △11,166

その他   30,704

小計  △170,356

利息及び配当金の受取額   307

利息の支払額   △775

法人税等の支払額   △52,712

営業活動によるキャッシュ・フロー  △223,536

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

有形固定資産の取得による支出   △20,300

無形固定資産の取得による支出   △12,585

保険積立金の支出   △446

敷金・保証金の差入れによる支出   △139,212

投資活動によるキャッシュ・フロー  △273,731

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金純増減額   90,000

株式の発行による収入   817,171

配当金の支払額   △15,709

財務活動によるキャッシュ・フロー  891,461

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額  394,193

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  240,946

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  635,139
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