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平成 24 年６月４日 

各    位 

東 京 都 中 野 区 本 町 一 丁 目 3 2 番 ２ 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 尾下 順治

（コード番号：３６２４ 東証マザーズ）

問 合 せ 先 管理部門担当取締役 渡邊 祐也

（ 連 絡 先     0 3 - 5 3 5 4 - 3 3 5 1 ）

 

 

株式会社インディソフトウェアの株式及び 

新株予約権付社債の取得（子会社化）に関するお知らせ 

 

 

当社は、平成 24 年６月４日開催の取締役会において、以下のとおり、株式会社インディソフトウェ

ア（本社：東京都中央区、代表者：野津 幸治、以下「インディソフトウェア」という。）の株式及び

新株予約権付社債を取得し、子会社化することについて決議いたしましたのでお知らせいたします。 

 

記 

 
１．子会社化の理由 

インディソフトウェアは、長きにわたりゲームビジネスの経験とノウハウを蓄積してきた会社であり、

コンソールゲームの企画・開発で 10 年以上、昨今ではソーシャルゲームの企画・開発も行っておりま

す。近年では、PS3 及び Xbox360 向け街づくりシミュレーションゲーム「街 ing メーカー４」、人と犬

の共生社会を創るプラットホームとなる愛犬と愛犬家のためのスマートフォンアプリ「One Love Town」

やソーシャルプラットフォーム向けのソーシャルゲームなどのサービス展開を行っています。また、ゲ

ーム開発のみならず各種システム開発などの実績も豊富にあり、開発スキルの高い人材が多く在籍して

おります。 

 

当社は、インディソフトウェアを子会社化することにより、収益の多角化ならびに高い成長を実現す

るための事業基盤強化が可能となります。子会社化後に実施する事業展開は以下になります。 

 

 

● マルチプラットフォーム展開 

当社のソーシャルゲーム事業においてこれまで提供してこなかった、iOS や Android OS に対応した

ネイティブアプリの開発を行うことが可能になります。マルチプラットフォーム展開を実現すること

で、収益の多角化を図ります。 

 

● 優秀な人材の確保 

ゲームビジネスのノウハウと同時に優秀な人材を同時に獲得いたします。これにより、現在の開発

ラインを増加させ、新作タイトルの本数増加とクオリティ向上を図ります。 
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● グローバル展開の加速 

当社売上高のうち約 99％が国内市場向けとなっておりますが、インディソフトウェアの子会社化に

よる人材リソースの確保により、将来拡大が見込まれる海外モバイルコンテンツ市場における展開を

加速化させて、海外売上比率を向上させます。具体的な取り組みとして、まずは、ＳＮＳプラットフ

ォーマーと連携し、海外ユーザー向けのソーシャルゲーム開発に着手します。 

 

 

当社グループは、ソーシャルゲーム事業、コンテンツ事業、ならびに広告事業を展開しており、さら

に、モバイルコンテンツ市場が今後拡大することが見込まれる海外市場を見据えた海外事業を展開して

おります。直近の業績動向は、2012 年９月期第２四半期連結会計期間において、ソーシャルゲーム事業

が好調であるため、四半期として過去最高の営業利益を達成するなど、業績は拡大しており、昨年 10

月の合併から６ヶ月で業績のＶ字回復を実現しております。 

 

当社は、今回のインディソフトウェア子会社化により、上記の事業展開を早期に実現させ、当社グル

ープの業績拡大ならびに企業価値向上を推進してまいります。 

 

 

２．異動する子会社（株式会社インディソフトウェア）の概要 

（１） 名称 株式会社インディソフトウェア 

（２） 所在地 東京都中央区日本橋蛎殻町二丁目１３番６号 水天宮ＤＹビル２Ｆ 

（３） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 野津 幸治 

（４） 事業内容 コンテンツ事業、その他事業 

（５） 資本金 199 百万円 

（６） 設立年月日 平成 11 年 10 月 29 日 

（７） 社員数 30 名（平成 24 年６月４日現在） 

（８） 大株主及び持株比率 

Globis Fund III, L.P.（37.00％） 

SBI ビービー・モバイル投資事業有限責任組合（27.13％） 

野津 幸治（13.01％） 

Globis Fund III(B), L.P.（10.30％） 

資本関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき資本関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき資本関

係はありません。 

人的関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき人的関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき人的関

係はありません。 

（９） 
上場会社と当該会社 

との間の関係 

取引関係 

当社と当該会社との間には、記載すべき取引関係はあ

りません。また、当社の関係者及び関係会社と当該会

社の関係者及び関係会社の間には、特筆すべき取引関

係はありません。 

（10） 当該会社の最近３年間の経営成績及び財政状態 

決算期 平成 21 年 9月期 平成 22 年 9月期 平成 23 年 9月期 

 純資産 △136 百万円 △105 百万円 12 百万円
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 総資産 186 百万円 113 百万円 235 百万円

 １株当たり純資産 △341,191.76 円 △260,290.41 円 3,162.14 円

 売上高 147 百万円 152 百万円 160 百万円

 営業利益 △102 百万円 △114 百万円 △58 百万円

 経常利益 △104 百万円 △116 百万円 △59 百万円

 当期純利益 △154 百万円 △146 百万円 △62 百万円

 １株当たり当期純利益 △385,292.62 円 △363,621.25 円 △17,542.59 円

 １株当たり配当金 － － －

（注）平成 21 年 9 月期までは税込方式を採用しておりましたが、平成 22 年 9月期以降は税抜方式へ 

変更しております。 

 

 

３．主な株式取得の相手先の概要 

（１） 名称 Globis Fund III, L.P. 

（２） 所在地 
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

（３） 組成目的 有価証券の取得及び保有 

（４） 出資額 140 億円 

名称 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 
（５） 

業務執行組合員又は

これに類する者 所在地 東京都千代田区二番町５－１住友不動産麹町ビル 

資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 （６） 
上場会社と 

当該会社の関係 
関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

 

（１） 名称 Globis Fund III(B), L.P. 

（２） 所在地 
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

（３） 組成目的 有価証券の取得及び保有 

（４） 出資額 40 億円 

名称 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 
（５） 

業務執行組合員又は

これに類する者 所在地 東京都千代田区二番町５－１住友不動産麹町ビル 

資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 （６） 
上場会社と 

当該会社の関係 
関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

 

（１） 氏名 野津 幸治 

（２） 住所 東京都江戸川区 
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（３） 
上場会社と 

当該個人の関係 
該当事項はありません。 

 

 

４．取得株式数、取得価額及び取得前後の所有株式の状況 

（１） 異動前の所有株式数 
－株 

（議決権の数：－個） 

（２） 取得株式数 

2,631 株 

（議決権の数：2,631 個） 

（発行済株式数に対する割合：66.08％） 

（取得価額 ：36 百万円） 

（３） 異動後の所有株式数 

2,631 株 

（議決権の数：2,631 個） 

（所有割合 ：66.08％） 

  

 

５．取得する新株予約権付社債の概要 

（１） 社債の名称 インディソフトウェア第３回無担保転換社債 

（２） 社債総額 50,400,000 円 

（３） 社債の種類 額面 1,800,000 円、合計 28 枚 

（４） 利率 長期プライムレート+１％ 

（５） 償還期日 平成 26 年４月末日 

（６） 転換価額 当初転換価額 450,000 円 

 

 

６．新株予約権付社債取得の相手先の概要 

（１） 名称 Globis Fund III, L.P. 

（２） 所在地 
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

（３） 組成目的 有価証券の取得及び保有 

（４） 出資額 140 億円 

名称 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 
（５） 

業務執行組合員又は

これに類する者 所在地 東京都千代田区二番町５－１住友不動産麹町ビル 

資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 （６） 
上場会社と 

当該会社の関係 
関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

 

（１） 名称 Globis Fund III(B), L.P. 

（２） 所在地 
PO Box 309GT, Ugland House, South Church Street, George Town, Grand 

Cayman, Cayman Islands 

（３） 組成目的 有価証券の取得及び保有 
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（４） 出資額 40 億円 

名称 株式会社グロービス・キャピタル・パートナーズ 
（５） 

業務執行組合員又は

これに類する者 所在地 東京都千代田区二番町５－１住友不動産麹町ビル 

資本関係 資本関係はありません。 

人的関係 人的関係はありません。 

取引関係 取引関係はありません。 （６） 
上場会社と 

当該会社の関係 
関連当事者へ

の該当状況 
該当事項はありません。 

 

 

７．日 程 

（１） 取締役会決議 平成 24 年６月４日 

（２） 株券譲渡日 平成 24 年６月４日 

 

 

 

８．今後の見通し 

インディソフトウェアは本件株式取得により、当社の連結子会社及び特定子会社に該当することとな

ります。 

本件実施による平成 24 年９月期第３四半期連結業績に与える影響は軽微であり、平成 24 年５月７日

に発表しております業績予想に変更はありません。 

なお、本年７月以降、インディソフトウェアは当社連結子会社となり、平成 24 年９月期第４四半期

以降の業績に貢献する見込みです。平成 24 年９月期第４四半期連結業績予想については、平成 24 年８

月上旬に発表させて頂く予定です。 

                                           以上 

 

 

 

 

 

■本件に関するお問合せ先 

アクセルマーク株式会社 

コーポレートリレーション部 IR担当 

【TEL】03-5354-3351 ／【email】ir@axelmark.co.jp 


