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（百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（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 ％

25年９月期第２四半期 1,725 △9.6 △7 － △7 － △15 －

24年９月期第２四半期 1,908 － 158 － 159 － 133 －

（注）包括利益 25年９月期第２四半期 △15百万円（ ％）－ 24年９月期第２四半期 133百万円（ ％）－

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

25年９月期第２四半期 △3.46 －

24年９月期第２四半期 29.92 29.86

（注１）平成24年９月期第１四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成24年９月期第２四半期の対前年同
四半期増減率については記載しておりません。
（注２）当社は、平成25年４月１日付にて普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。このた
め、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当た
り四半期純利益を算定しております。

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年９月期第２四半期 1,860 1,480 79.6

24年９月期 1,974 1,494 75.7

（参考）自己資本 25年９月期第２四半期 1,479百万円 24年９月期 1,494百万円

年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

24年９月期 － 0.00 － 0.00 0.00

25年９月期 － 0.00

25年９月期（予想） － 0.00 0.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成25年９月期の連結業績予想（平成24年10月１日～平成25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

第３四半期（累計） 2,534 △11.9 7 △97.0 6 △97.4 △6 － △1.37

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

通期の業績予想に代えて翌四半期の業績予想を開示しております。詳細は四半期決算短信（添付資料）3ページ「１．当

四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。



※  注記事項

新規 社 （社名） 、除外 社 （社名）

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）発行済株式数（普通株式）

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）： 無

－ － － －

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用： 無

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

③  会計上の見積りの変更 ： 有

④  修正再表示 ： 無

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年９月期２Ｑ 4,370,900株 24年９月期 4,493,900株

②  期末自己株式数 25年９月期２Ｑ －株 24年９月期 123,000株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年９月期２Ｑ 4,370,900株 24年９月期２Ｑ 4,470,900株

(注)当社は、平成25年４月１日付にて普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。この

ため、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、期末発行済株式数及び期中平均株式数を算定

しております。

この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続の実施中です。

(将来に関する記述等についてのご注意)

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。実際の業績等は、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。なお、業績予想に関する事項は、3ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想に

関する定性的情報」をご覧ください。

(株式分割について)

当社は、平成25年４月１日付にて普通株式１株につき100株の割合をもって株式分割を行っております。このため、

平成25年９月期の連結業績予想における１株当たり当期純利益の算出において、当該株式分割を考慮した4,370,900

株を期中平均株式数として使用しております。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報

当第２四半期連結累計期間におけるモバイルインターネットを取り巻く環境としては、スマートフォンの出荷台

数が2013年度の3,160万台から2014年度3,430万台、また、次世代高速通信規格「LTE」の契約数も2013年３月末の

1,608万件から2018年度には8,953万件に達する見込みであり、高速で大容量のデータ通信を必要とするリッチコン

テンツやアプリの需要は将来的に拡大するものと期待されております。

また、当社グループが主力事業と位置付けるソーシャルゲーム市場は、その国内市場規模が平成24年度の3,870

億円から、平成25年度には前年比約10％増の4,256億円になるものと予測されております（出所：矢野経済研究所

「ソーシャルゲーム市場に関する調査結果2012」）。

このような市場環境の下、当第２四半期連結累計期間において、当社グループは引き続きソーシャルゲーム事業

の収益基盤強化、コンテンツ事業及び広告事業における収益性の向上ならびにスマートフォン向けサービスの売上

拡大、海外市場向けのサービス開始や業務提携を推進して参りました。

売上高に関しては、広告事業において、スマートフォン向けアドネットワーク関連の売上が伸長いたしました。

一方、ソーシャルゲーム事業において、協業・受託スキームでの新規売上を計上できたものの、自社オリジナルタ

イトル１本が下期以降のリリースに変更となったことによりソーシャルゲーム事業のセグメント売上が計画を下回

ったことから、平成25年４月25日付「業績予想の修正に関するお知らせ」で開示いたしましたとおり、平成25年２

月５日付で発表した業績予想を下回る結果となりました。

利益面に関しては、売上総利益率の改善と、広告費ならびに人件費等のコストを一定程度抑制したため、結果と

して損失額が改善する結果となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高1,725,645千円（前年同期比9.6％減）、営業損失

7,800千円（前年実績158,809千円の営業利益）、経常損失7,107千円（前年実績159,551千円の経常利益）、四半期

純損失15,120千円（前年実績133,789千円の四半期純利益）となりました。

各セグメントの業績は、次の通りであります。

（ソーシャルゲーム事業）

ソーシャルゲーム事業につきましては、新規タイトル「王国の系譜－クリスタルサーガ－」を平成25年１月28日

より配信開始し、また、株式会社エブリスタが運営する小説・コミック投稿コミュニティで人気のケータイ小説

「王様ゲーム」を題材とした新規タイトル「王様ゲーム－共闘－」を平成25年３月22日より配信開始いたしまし

た。なお、いずれのタイトルも登録者数10万人を突破しております。また、既存提供タイトル「天空のレギオン」

や「キングダムクロニクル」などにつきましても、引き続きゲーム内イベントを実施するなどによりユーザー満足

度の向上と売上増加に努めて参りました。

以上の結果、当セグメントの売上高は898,927千円（前年同期比34.7％増）、セグメント利益は18,541千円（前

年同期比85.9％減）となりました。

（コンテンツ事業）

コンテンツ事業につきましては、スマートフォン向け電子書籍に注力しており、サイト機能の拡充を図りつつ広

告出稿を実施することで売上高の向上に努めてまいりました。また、フィーチャーフォン向けコンテンツにつきま

しては、引き続き効率的な事業運営を推進することで収益性の向上に努めて参りました。

以上の結果、当セグメントの売上高は406,202千円（前年同期比49.9％減）、セグメント利益は52,372千円（前

年同期比56.5％減）となりました。

（広告事業）

広告事業につきましては、スマートフォン向けアドネットワークに注力しており、平成25年３月よりリアルタイ

ム入札機能を追加するなど、広告主側の利便性向上を図ることにより売上拡大に努めて参りました。

また、海外市場向けサービスについては、ベトナムにおけるエンターテイメントに特化したマーケティングリサ

ーチ事業に参入するなど、事業基盤の構築のための準備を進めております。

以上の結果、当セグメントの売上高は420,535千円（前年同期比4.8％減）、セグメント利益は44,799千円（前年

同期比717.7％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が102,690千円増加したものの、受取手形及び売掛金が

88,880千円、のれんが69,489千円、敷金及び保証金が19,768千円減少したこと等により前期末に比べて114,759千

円減少し、1,860,132千円となりました。

負債については、短期借入金が29,750千円増加したものの、買掛金が21,371千円、１年内返済予定を含む長期借

入金の返済37,329千円、その他の流動負債が61,790千円、事務所移転費用引当金が23,172千円減少したこと等によ

り前期末に比べて99,828千円減少し、380,077千円となりました。

純資産については、四半期純損失15,120千円の計上により、前期末に比べて14,931千円減少し、1,480,055千円

となりました。

（３）連結業績予想に関する定性的情報

平成25年９月期の業績見通しにつきましては、当社グループの事業を取り巻く環境が急速に変化し、事業の成長

速度を予測することが難しいことから、信頼性の高い通期の業績予想数字を算出することが困難なため、四半期ご

との業績発表時に翌四半期の業績見通しを公表させて頂きます。

平成25年９月期第３四半期連結累計期間業績予想（平成24年10月１日～平成25年６月30日）

売上高 2,534百万円

営業利益 7百万円

経常利益 6百万円

四半期純利益 △6百万円

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

該当事項はありません。

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年10月１日以後に取得し

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。

これによる当第２四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。

該当事項はありません。

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表
（１）四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(平成25年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 729,242 831,933

受取手形及び売掛金 555,649 466,768

貯蔵品 1,036 1,233

その他 59,713 26,034

貸倒引当金 △13,353 △12,517

流動資産合計 1,332,289 1,313,452

固定資産

有形固定資産 32,172 28,093

無形固定資産

のれん 514,429 444,939

その他 3,961 3,470

無形固定資産合計 518,390 448,409

投資その他の資産

敷金及び保証金 89,685 69,916

その他 2,354 260

投資その他の資産合計 92,040 70,177

固定資産合計 642,603 546,680

資産合計 1,974,892 1,860,132

負債の部

流動負債

買掛金 190,875 169,503

短期借入金 － 29,750

1年内返済予定の長期借入金 10,375 －

未払法人税等 7,066 11,783

賞与引当金 28,258 33,848

ポイント引当金 9,320 13,302

事務所移転費用引当金 23,172 －

その他 182,836 121,046

流動負債合計 451,905 379,234

固定負債

長期借入金 26,954 －

その他 1,045 842

固定負債合計 27,999 842

負債合計 479,905 380,077

純資産の部

株主資本

資本金 563,900 563,900

資本剰余金 1,164,474 1,116,770

利益剰余金 △185,693 △200,813

自己株式 △47,704 －

株主資本合計 1,494,976 1,479,856

新株予約権 9 198

純資産合計 1,494,986 1,480,055

負債純資産合計 1,974,892 1,860,132

アクセルマーク㈱（3624）平成25年９月期 第２四半期決算短信

－ 4 －



（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書
（四半期連結損益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

売上高 1,908,514 1,725,645

売上原価 1,140,460 1,043,530

売上総利益 768,054 682,114

販売費及び一般管理費 609,245 689,915

営業利益又は営業損失（△） 158,809 △7,800

営業外収益

受取利息 86 80

受取配当金 170 －

違約金収入 1,889 －

助成金収入 4,354 －

事業譲渡益 － 1,428

その他 2,172 797

営業外収益合計 8,673 2,305

営業外費用

支払利息 211 226

株式上場関連費用 1,683 1,355

有限責任事業組合整理損 5,031 －

その他 1,004 31

営業外費用合計 7,931 1,613

経常利益又は経常損失（△） 159,551 △7,107

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,325 －

特別利益合計 5,325 －

特別損失

役員退職慰労金 5,000 －

特別損失合計 5,000 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

159,877 △7,107

法人税、住民税及び事業税 26,087 8,012

法人税等合計 26,087 8,012

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

133,789 △15,120

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 133,789 △15,120
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（四半期連結包括利益計算書）
（第２四半期連結累計期間）

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

133,789 △15,120

その他の包括利益

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 133,789 △15,120

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 133,789 △15,120

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年10月１日
至 平成24年３月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年10月１日
至 平成25年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

159,877 △7,107

減価償却費 8,031 5,060

のれん償却額 45,242 70,489

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,383 △835

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,490 5,590

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3,943 3,981

本社移転費用引当金の増減額（△は減少） △15,772 －

事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） － △23,172

受取利息及び受取配当金 △257 △80

支払利息 211 226

違約金収入 △1,889 －

有限責任事業組合整理損 5,031 －

売上債権の増減額（△は増加） △34,039 88,880

仕入債務の増減額（△は減少） △62,540 △21,371

前払費用の増減額（△は増加） 3,606 3

その他 24,280 △41,106

小計 152,712 80,557

利息及び配当金の受取額 257 80

利息の支払額 △136 △239

法人税等の支払額 △18,035 △2,916

法人税等の還付額 － 22,959

営業活動によるキャッシュ・フロー 134,798 100,441

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 △3,177 △7,184

無形固定資産の取得による支出 － △1,000

敷金の回収による収入 73,252 18,047

供託金の返還による収入 30,800 －

有限責任事業組合の整理による支出 △3,000 －

その他 △215 △224

投資活動によるキャッシュ・フロー 97,659 9,638

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（△は減少） △150,000 29,750

長期借入金の返済による支出 △118,597 △37,329

新株予約権の発行による収入 9 189

配当金の支払額 △9 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,596 △7,390

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,137 102,690

現金及び現金同等物の期首残高 767,459 729,242

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 8,659 －

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 132,018 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 871,999 831,933
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該当事項はありません。

当社は、平成24年12月21日付で、自己株式の消却を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間に

おいて自己株式と資本剰余金がともに47,704千円減少しております。

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年10月１日 至 平成24年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内訳（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社管理費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

（のれんの金額の重要な変動）

全社において、平成23年10月１日付けでのエフルート株式会社との合併に伴い、第１四半期連結累計期間

にのれんが307,421千円発生しております。

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年10月１日 至 平成25年３月31日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

（単位：千円）

（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

（６）セグメント情報等

ソーシャル
ゲーム事業

コンテンツ
事業

広告事業 計 調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

売上高

外部顧客への売上高 667,471 810,915 430,128 1,908,514 － 1,908,514

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 11,571 11,571 △11,571 －

計 667,471 810,915 441,699 1,920,086 △11,571 1,908,514

セグメント利益 131,909 120,375 5,478 257,763 △98,954 158,809

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 257,763

のれんの償却額 △30,742

全社費用（注） △68,212

四半期連結損益計算書の営業利益 158,809

ソーシャル
ゲーム事業

コンテンツ
事業

広告事業 計 調整額
四半期連結
損益計算書

計上額

売上高

外部顧客への売上高 898,927 406,202 420,515 1,725,645 － 1,725,645

セグメント間の内部
売上高又は振替高

－ － 20 20 △20 －

計 898,927 406,202 420,535 1,725,665 △20 1,725,645

セグメント利益又は

損失（△）
18,541 52,372 44,799 115,713 △123,514 △7,800
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２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な

内訳（差異調整に関する事項）

（注）全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない全社管理費用であります。

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報

該当事項はありません。

（単位：千円）

利益 金額

報告セグメント計 115,713

のれんの償却額 △30,742

全社費用（注） △92,772

四半期連結損益計算書の営業損失 △7,800
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