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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期

第２四半期連結
累計期間

第27期
第２四半期連結

累計期間
第26期

会計期間
自2020年４月１日
至2020年９月30日

自2021年４月１日
至2021年９月30日

自2020年４月１日
至2021年３月31日

売上高 （百万円） 4,262 5,021 8,999

経常利益 （百万円） 299 523 705

親会社株主に帰属する四半期

（当期）純利益
（百万円） 231 421 670

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 291 382 763

純資産 （百万円） 9,918 10,156 10,071

総資産 （百万円） 11,235 11,062 11,132

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 20.71 38.98 60.63

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） － － －

自己資本比率 （％） 88.0 91.4 90.1

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △24 555 379

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） 34 △53 22

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
（百万円） △234 △334 △560

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 7,847 8,109 7,913

 

回次
第26期

第２四半期連結
会計期間

第27期
第２四半期連結

会計期間

会計期間
自2020年７月１日
至2020年９月30日

自2021年７月１日
至2021年９月30日

１株当たり四半期純利益又は

１株当たり四半期純損失（△）
（円） △9.48 24.34

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移につきましては記載

しておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため記載しておりません。

３．「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の期首

から適用しており、当第２四半期連結累計期間及び当第２四半期連結会計期間に係る主要な経営指標等につき

ましては、当該会計基準等を適用した後の指標等となっております。

 

 

２【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重

要な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

なお、非連結子会社でありましたaimRage株式会社は、当社グループにおける主力市場であるパチンコ・パチスロ

機市場での営業活動が本格化することから、同社の重要性が増すことが見込まれるため第１四半期連結会計期間よ

り連結の範囲に含めております。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、新たな事業等のリスクの発生、または、前事業年度の有価証券報告書に記載

した事業等のリスクについての重要な変更はありません。

 

 

２【経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において判断したものであります。

　なお、「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を第１四半期連結会計期間の

期首から適用しておりますが、その影響額は軽微なものとなっております。詳細につきましては、「第４　経理の

状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（会計方針の変更）」に記載のとおりであります。

 

（1）財政状態及び経営成績の状況

経営成績の状況

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染拡大の影響により、社会経済活動が制

限される厳しい状況で推移しましたが、ワクチン接種の着実な普及により行動制限は緩和されつつあり、社会経済活

動は正常化されていくことが期待されております。しかしながら、国内外の感染症の動向やサプライチェーンを通じ

た原材料費高騰の影響など、景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当社グループの主力市場であるパチンコ・パチスロ機市場は、遊技ホールの厳しい経営環境を背景に新台の購入意

欲が低迷するなど厳しい市場環境が続いております。一方で当連結会計年度におきましては、2020年５月に施行され

た改正規則附則に伴う旧規則機の新たな設置期限に向けた新規則機への入れ替え需要が期待されております。

かかる環境の中で当社グループは、従業員及び取引先を含めた関係者の皆さまの安全を最優先とした新型コロナウ

イルス感染症対策を実施したうえで、パチンコ・パチスロ機市場での安定収益確保に向けた取り組み、組み込み機器

市場（注１）に向けたグラフィックスLSIの販売拡大、さらにはミドルウェア、機械学習/AI、ブロックチェーン、セ

キュリティの新規４領域における早期事業化に向けた活動に注力いたしました。また、新規事業の展開を加速させる

観点から、組織再編やアライアンス、出資の検討等を積極的に実施いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同四半期比759百万円増（同17.8％増）となる5,021百万円

となりました。売上総利益は売上高の増収に伴い前年同四半期比62百万円増（同4.1％増）となる1,593百万円、売上

総利益率は同4.2ポイント低下となる31.7％となっております。売上総利益率の低下は、相対的に利益率の高いグラ

フィックスLSIの販売構成比率が低下したことに加え、世界的な半導体製品の需給ひっ迫に起因した一部製品の仕入

れ単価見直しに伴う原価率上昇の影響によるものです。販売費及び一般管理費は、前年同四半期比172百万円減（同

13.7％減）となる1,088百万円となりました。販売費及び一般管理費のうち研究開発費は、前年同四半期比197百万円

減（同26.8％減）となる540百万円となっております。

以上により、営業利益は前年同四半期比235百万円増（同87.1％増）となる504百万円、経常利益は前年同四半期比

224百万円増（同74.9％増）となる523百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は前年同四半期比189百万円増

（同81.6％増）となる421百万円となりました。

 

セグメント別の経営成績は次のとおりであります。なお、前連結会計期間まで「LSI開発販売関連」セグメントに

含めておりました組み込み機器向け製品は、新規事業との関係性が深まってきていることから、第１四半期連結会計

期間より「新規事業関連」セグメントに変更しております。前年同四半期比較の説明は、変更後の報告セグメント区

分に基づき行っております。

① LSI開発販売関連

LSI開発販売関連は既存事業であるパチンコ・パチスロ機向け製品で構成されており、売上高は前年同四半期比

727百万円増（同17.9％増）となる4,789百万円、セグメント利益は同238百万円増（同30.7％増）となる1,014百万

円となりました。主力製品であるパチンコ・パチスロ機向けグラフィックスLSIは前年同四半期に対し約1.1万個減

少となる約21.5万個の販売にとどまりましたが、メモリモジュール（注２）製品は新規販売ベースでは前年同四半

期を上回る販売数となったほか、高単価製品の販売比率が上昇したことにより、売上高は大幅に増加いたしまし

た。また、当第２四半期末の同セグメントの受注残高は8,799百万円となっております。なお、半導体市況の需給

ひっ迫の影響から多くのメーカーにおいて部材を積極的に確保する動きを見せており、本受注残には来期以降の販

売予定分が含まれております。

② 新規事業関連

新規事業関連は、組み込み機器向け製品に加え、ミドルウェア、機械学習/AI、ブロックチェーン、セキュリティ

領域に向けたスタートアップ事業であり、組み込み機器向け及び機械学習/AI領域での売上高を中心に、売上高は前

年同四半期比32百万円増（同16.1％増）となる231百万円、セグメント損失は同６百万円増（前年同四半期は201百

万円の損失）となる208百万円となりました。
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（注１）「組み込み機器市場」とは、パチンコ・パチスロ機以外の組み込み機器の製造に係る市場として使用して

おります。組み込み機器とはコンピュータが内部に組み込まれており、そのコンピュータに特定のアプリ

ケーションに特化した処理を行わせる電子装置を意味しております。医療機器や自動販売機、生活家電な

ど多種多岐にわたる機器が組み込み機器に該当いたします。

（注２）「メモリモジュール」とは、パチンコ・パチスロ機の画像表示用基板に搭載される画像データを保持して

おく部分の仕組みを意味しております。

 

財政状態の状況

当第２四半期連結会計期間末の資産合計は、前連結会計年度末との比較で69百万円減少となる11,062百万円（前連

結会計年度末比0.6％減）となりました。主な要因は、現金及び預金の増加（196百万円）に対し、商品及び製品の減

少（244百万円）等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末との比較で155百万円減少となる905百万円（同

14.7％減）となりました。主な要因は、買掛金の減少（209百万円）等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末との比較で85百万円増加となる10,156百万円（同

0.9％増）となりました。主な要因は、利益剰余金の増加（88百万円）等によるものであります。

 

（2）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は8,109百万円（前年同四半

期比3.3％増）となりました。各キャッシュ・フローの状況とその要因は、以下のとおりとなっております。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における営業活動により獲得した資金は555百万円（前年同四半期は24百万円の支出）

となりました。これは主に当第２四半期連結累計期間における税金等調整前四半期純利益（522百万円）、棚卸資産

の減少（250百万円）に対し、仕入債務の減少（209百万円）等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における投資活動により支出した資金は53百万円（前年同四半期は34百万円の獲得）

となりました。これは主に投資事業組合からの分配による収入（16百万円）に対し、投資有価証券の取得による支

出（57百万円）等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結累計期間における財務活動により支出した資金は334百万円（前年同四半期は234百万円の支

出）となりました。これは主に配当金の支払額（334百万円）等によるものであります。

 

（3）経営方針、経営戦略等及び経営者の問題意識と今後の方針について

当社グループが掲げております経営方針、経営戦略等につきましては、2021年６月30日に提出の前連結会計年度

有価証券報告書「第２　事業の状況　１　経営方針、経営環境及び対処すべき課題等」に記載の内容から重要な変

更はありません。

また、経営者の問題意識と今後の方針につきましても、現在のところ重要な変更はありません。

 

（4）優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題

当第２四半期連結累計期間において、当社グループが優先的に対処すべき事業上及び財務上の課題について重要

な変更はありません。

なお、当社では会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針を定めておりません

が、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値及び株主共同の利益に資する者であると同

時に、当社の企業価値の源泉を理解し様々なステークホルダーとの間で円滑な関係を構築できる者が望ましいと考

えております。

現時点におきまして「敵対的買収防衛策」を導入する計画はありませんが、株主の皆さまから負託された当然の

責務として、企業価値及び株主共同の利益に資さない買収者に備えた適切な対応も必要であると考えております。

「敵対的買収防衛策」につきましては、大株主の異動状況や社会的な動向も見極めつつ、弾力的な検討を進めてま

いりたいと考えております。

 

（5）研究開発活動

当第２四半期連結累計期間における研究開発活動の金額は540百万円であります。

なお、当第２四半期連結累計期間において、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更はありません。
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（6）経営成績に重要な影響を与える要因

当社グループの経営成績に重要な影響を与える要因につきましては、2021年６月30日に提出の前連結会計年度有

価証券報告書「第２　事業の状況　２　事業等のリスク」に記載の事項から重要な変更はありません。

 

（7）資本の財源及び資金の流動性についての分析

当第２四半期連結会計期間末における資金は、8,109百万円となっております。この資金は、当第２四半期連結会

計期間末における四半期連結貸借対照表上の現金及び預金残高であります。

当第２四半期連結会計期間末における資金残高は、機動的な経営活動及び積極的な研究開発活動を行なうために

当面必要と考えられる資金額として問題のない水準にあると分析しております。

 

 

３【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 23,112,000

計 23,112,000

 

②【発行済株式】

種類

第２四半期会計期間末現在

発行数（株）

（2021年９月30日）

提出日現在発行数（株）

（2021年11月10日）

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 11,211,989 11,211,989
東京証券取引所

（市場第一部）

権利内容に何ら限定

のない当社における

標準となる株式であ

り、単元株式数は

100株であります。

計 11,211,989 11,211,989 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

①【ストックオプション制度の内容】

決議年月日 2021年７月26日

付与対象者の区分及び人数（名） 従業員   90

新株予約権の数（個）※ 529

新株予約権の目的となる株式の種類、内容及び数

（株）※
普通株式 52,900

新株予約権の行使時の払込金額（円）※ 877（注）

新株予約権の行使期間 ※ 自 2023年８月11日 至 2027年８月10日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式

の発行価格及び資本組入額（円）※

発行価格     877

資本組入額   439

新株予約権の行使の条件 ※

 新株予約権者は、権利行使時において、当社及び関係会

社の役員又は従業員いずれかの地位にあることを要する。

その他の新株予約権の行使条件については、当社と新株予

約権者との間で締結する新株予約権割当契約に定めるとこ

ろによる。

新株予約権の譲渡に関する事項 ※
 新株予約権の譲渡については、取締役会の承認を要する

ものとする。

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事

項 ※

 当社が、合併（当社が合併により消滅する場合に限

る）、吸収分割若しくは新設分割（それぞれ当社が分割会

社となる場合に限る）又は株式交換若しくは株式移転（そ

れぞれ当社が完全子会社となる場合に限る）（以上を総称

して以下「組織再編行為」という）をする場合には、組織

再編行為の効力発生日（吸収合併につき吸収合併がその効

力を生じる日、新設合併につき新設合併設立株式会社の成

立の日、吸収分割につき吸収分割がその効力を生じる日、

新設分割につき新設分割設立株式会社の成立の日、株式交

換につき株式交換がその効力を生じる日及び株式移転につ

き株式移転設立完全親会社の成立の日をいう。以下同じ）

の直前において残存する新株予約権を保有する新株予約権

者に対し、それぞれの場合につき、会社法第 236 条第１

項第８号イからホまでに掲げる株式会社の新株予約権をそ

れぞれ交付することとする。

※ 新株予約権証券の発行時（2021年８月10日）における内容を記載しております。
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（注）新株予約権発行後、当社が株式分割または株式併合を行う場合、それぞれの効力発生の時をもって次の算式

により払込金額を調整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 ×
１

分割・併合の比率

 また、新株予約権発行後時価を下回る価額で新株の発行を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調

整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。

    
既発行株式数 ＋

新規発行株式数 × １株当たり払込金額

調整後払込金額 ＝ 調整前払込金額 × １株当たり時価

    既発行株式数 ＋ 新規発行株式数

 

 

 

②【その他の新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高

（株）

資本金増減額
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額

（百万円）

資本準備金
残高

（百万円）

2021年７月１日～

2021年９月30日
－ 11,211,989 － 1,028 － 871
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（５）【大株主の状況】

  2021年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数
（株）

発行済株式
（自己株式を
除く。）の総
数に対する所
有株式数の割
合（％）

日本マスタートラスト信託銀行株式会社

（信託口）

東京都港区浜松町2丁目11番3号

 
942,500 8.70

緑屋電気株式会社 東京都中央区日本橋室町1丁目2－6 849,000 7.84

柴田　高幸 東京都新宿区 644,800 5.95

市原　澄彦 東京都港区 595,800 5.50

松浦　一教 東京都昭島市 405,160 3.74

MLI FOR CLIENT GENERAL OMNI

NON COLLATERAL NON TREATY-PB

(常任代理人　BOFA証券株式会社)

 

 

MERRILL LYNCH FINANCIAL CENTRE 2

KING EDWARD STREET LONDON UNITED

KINGDOM

（東京都中央区日本橋1丁目4－1

日本橋一丁目三井ビルディング）

368,000 3.40

森屋　和喜 東京都小金井市 331,300 3.06

株式会社アバールデータ 東京都町田市旭町1丁目25－10 260,000 2.40

佐々木　暁子 東京都中野区 207,200 1.91

佐々木　好美 東京都中野区 207,200 1.91

辻　　香奈 神奈川県川崎市麻生区 207,200 1.91

計 － 5,018,160 46.37

（注）日本マスタートラスト信託銀行株式会社の所有株式のうち、信託業務に係る株式数は942,500株であります。な

お、それらの内訳は、投資信託設定分387,300株、年金信託設定分6,900株、その他548,300株となっております。

 

 

（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

    2021年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式  － － －

議決権制限株式（自己株式等）  － － －

議決権制限株式（その他）  － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式 391,000 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式 10,816,700 108,167
権利内容に何ら限定
のない当社における
標準となる株式

単元未満株式 普通株式 4,289 － －

発行済株式総数  11,211,989 － －

総株主の議決権  － 108,167 －

（注）１．「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が200株含まれております。また、
「議決権の数」の欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数２個が含まれております。

２．「単元未満株式」の欄には、自己株式57株が含まれております。
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②【自己株式等】

    2021年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有

株式数（株）

他人名義所有

株式数（株）

所有株式数の

合計（株）

発行済株式総数に
対する所有株式数
の割合（％）

株式会社アクセル
東京都千代田区外神田

四丁目14番１号
391,000 － 391,000 3.49

計 － 391,000 － 391,000 3.49

（注）上記のほか、単元未満株式57株を保有しております。

 

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について
　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号）に基づいて作成しております。

 

 

２．監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から

2021年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】

（１）【四半期連結貸借対照表】

  （単位：百万円）

 
前連結会計年度
(2021年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,913 8,109

売掛金 924 －

売掛金及び契約資産 － 869

商品及び製品 1,076 831

仕掛品 7 0

原材料及び貯蔵品 0 0

その他 73 105

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 9,994 9,916

固定資産   

有形固定資産 96 88

無形固定資産   

のれん 41 35

その他 14 10

無形固定資産合計 56 46

投資その他の資産 985 1,010

固定資産合計 1,138 1,145

資産合計 11,132 11,062

負債の部   

流動負債   

買掛金 756 547

未払法人税等 48 123

賞与引当金 － 21

その他 216 173

流動負債合計 1,021 866

固定負債   

資産除去債務 39 39

固定負債合計 39 39

負債合計 1,061 905

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,028 1,028

資本剰余金 871 873

利益剰余金 8,245 8,333

自己株式 △326 △307

株主資本合計 9,819 9,927

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 213 178

その他の包括利益累計額合計 213 178

新株予約権 15 22

非支配株主持分 23 27

純資産合計 10,071 10,156

負債純資産合計 11,132 11,062
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（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：百万円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

売上高 4,262 5,021

売上原価 2,730 3,428

売上総利益 1,531 1,593

販売費及び一般管理費 ※ 1,261 ※ 1,088

営業利益 269 504

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2 3

投資事業組合運用益 27 15

その他 0 0

営業外収益合計 30 19

営業外費用   

その他 0 0

営業外費用合計 0 0

経常利益 299 523

特別損失   

減損損失 0 －

投資有価証券評価損 0 －

子会社株式評価損 1 －

子会社清算損 － 0

特別損失合計 2 0

税金等調整前四半期純利益 297 522

法人税等 66 105

四半期純利益 230 417

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △1 △4

親会社株主に帰属する四半期純利益 231 421
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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：百万円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30日)

四半期純利益 230 417

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 60 △34

その他の包括利益合計 60 △34

四半期包括利益 291 382

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 292 386

非支配株主に係る四半期包括利益 △1 △4
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

     （単位：百万円）

 
 前第２四半期連結累計期間

(自　2020年４月１日
　至　2020年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年９月30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 297 522

減価償却費 23 16

のれん償却額 5 5

株式報酬費用 11 17

受取利息及び受取配当金 △2 △3

投資事業組合運用損益（△は益） △27 △15

売上債権の増減額（△は増加） 124 55

棚卸資産の増減額（△は増加） △393 250

その他の流動資産の増減額（△は増加） 7 △9

仕入債務の増減額（△は減少） 208 △209

その他の流動負債の増減額（△は減少） 19 △56

その他 △208 12

小計 65 585

利息及び配当金の受取額 2 3

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △93 △34

営業活動によるキャッシュ・フロー △24 555

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 △1 △9

無形固定資産の取得による支出 △1 －

投資有価証券の取得による支出 △28 △57

投資事業組合からの分配による収入 65 16

その他 0 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー 34 △53

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △234 △334

その他 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △234 △334

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224 167

現金及び現金同等物の期首残高 8,071 7,913

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 28

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 7,847 ※ 8,109

 

EDINET提出書類

株式会社アクセル(E02077)

四半期報告書

14/21



【注記事項】

（連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更）

第１四半期連結会計期間より、非連結子会社でありましたaimRage株式会社は、重要性が増したため、連結の範

囲に含めております。

 

 

（会計方針の変更）

（収益認識に関する会計基準等の適用）

「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日。以下「収益認識会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点

で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといたしました。

これにより、知的財産を使用する権利を提供する期間契約型のライセンスの使用許諾料につきましては、従来

は契約期間にわたり収益を認識しておりましたが、提供するサービスの内容に基づき一部については顧客が知的

財産を使用可能になった時点で一括で収益を認識する方法に変更しております。また、受注制作のソフトウェア

等につきましては、従来は顧客への納品・検収等が行われた時点で収益を認識しておりましたが、履行義務を充

足するにつれて一定の期間にわたり収益を認識する方法に変更しております。なお、履行義務の充足に係る進捗

度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収することが見込まれる場合は、原価回収基準にて

収益を認識しております。履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い場合は、完全に履行義務

を充足した時点で収益を認識しております。

収益認識会計基準等の適用につきましては、収益認識会計基準第84項ただし書きに定める経過的な取扱いに

従っており、第１四半期連結会計期間の期首より前に新たな会計方針を遡及適用した場合の累積的影響額を、第

１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減し、当該期首残高から新たな会計方針を適用しております。た

だし、収益認識会計基準第86項に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに従前の取扱

いに従ってほとんどすべての収益の額を認識した契約に、新たな会計方針を遡及適用しておりません。また、収

益認識会計基準第86項また書き(1)に定める方法を適用し、第１四半期連結会計期間の期首より前までに行われた

契約変更について、すべての契約変更を反映した後の契約条件に基づき、会計処理を行い、その累積的影響額を

第１四半期連結会計期間の期首の利益剰余金に加減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は５百万円減少し、売上原価は４百万円減少し、営業利益、経

常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ１百万円減少しております。また、利益剰余金の当期首残高は

３百万円増加しております。

収益認識会計基準等を適用したため、前連結会計年度の連結貸借対照表において、「流動資産」に表示してい

た「売掛金」は、第１四半期連結会計期間より「売掛金及び契約資産」に含めて表示することといたしました。

なお、収益認識会計基準第89-２項に定める経過的な取扱いに従って、前連結会計年度について新たな表示方法に

より組替えを行っておりません。さらに、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号　2020年

３月31日）第28-15項に定める経過的な取扱いに従って、前第２四半期連結累計期間に係る顧客との契約から生じ

る収益を分解した情報を記載しておりません。

 

（時価の算定に関する会計基準等の適用）

「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号 2019年７月４日。以下「時価算定会計基準」とい

う。）等を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準第19項及び「金融商品に関する会計基

準」（企業会計基準第10号 2019年７月４日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等

が定める新たな会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる四半期連結財務諸表への

影響はありません。

 

 

（四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

（税金費用の計算）

　税金費用につきましては、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。
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（追加情報）

（新型コロナウイルス感染症の感染拡大の影響に関する会計上の見積り）

前連結会計年度の有価証券報告書の（重要な会計上の見積り）に記載した新型コロナウイルス感染症の今後の

拡大状況や収束時期等を含む仮定について重要な変更はありません。

 

 

（四半期連結損益計算書関係）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。

 
　前第２四半期連結累計期間

（自　2020年４月１日
　　至　2020年９月30日）

　当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日

　　至　2021年９月30日）

研究開発費 738百万円 540百万円

賞与引当金繰入額 6百万円 9百万円

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係は下記

のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

   
現金及び預金勘定 7,847百万円 8,109百万円

現金及び現金同等物 7,847 8,109

 

 

（株主資本等関係）

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30日）

　配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2020年６月30日

定時株主総会
普通株式 234 21 2020年３月31日 2020年７月１日 利益剰余金

 

 

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30日）

　配当金支払額

（決 議） 株式の種類
配当金の総額

（百万円）

１株当たり

配当額

（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

2021年６月29日

定時株主総会
普通株式 334 31 2021年３月31日 2021年６月30日 利益剰余金
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第２四半期連結累計期間（自2020年４月１日 至2020年９月30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：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 

ＬＳＩ開発販
売関連

新規事業関連

売上高      

外部顧客への売上高 4,062 199 4,262 － 4,262

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 4,062 199 4,262 － 4,262

セグメント利益又は損失

（△）
776 △201 574 △305 269

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△305百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

 

Ⅱ　当第２四半期連結累計期間（自2021年４月１日 至2021年９月30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：百万円）

 報告セグメント

合計
調整額
（注）１

四半期連結損
益計算書計上
額（注）２ 

ＬＳＩ開発販
売関連

新規事業関連

売上高      

外部顧客への売上高 4,789 231 5,021 － 5,021

セグメント間の内部売

上高又は振替高
－ － － － －

計 4,789 231 5,021 － 5,021

セグメント利益又は損失

（△）
1,014 △208 806 △301 504

（注）１．セグメント利益又は損失の調整額△301百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であ

り、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

２．セグメント利益又は損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。

 

２．報告セグメントの変更等に関する事項

第１四半期連結会計期間より、「LSI開発販売関連」セグメントに含めておりました組み込み機器向け製品

は、新規事業との関係性が深まってきていることから「新規事業関連」セグメントに変更しております。

なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の報告セグメント区分に基づき作成したものを

開示しております。
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（収益認識関係）

顧客との契約から生じる収益を分解した情報

 

当第２四半期連結累計期間（自　2021年４月１日　至　2021年９月30日）

（単位：百万円）
    

 報告セグメント
合計

 
ＬＳＩ開発販売関
連

新規事業関連

製品・商品 4,789 74 4,864

ロイヤリティ収入 － 38 38

受注制作ソフトウェア等 － 118 118

顧客との契約から生じる収益 4,789 231 5,021

外部顧客への売上高 4,789 231 5,021

 

 

 

 

 

（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純利益及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
（自　2020年４月１日
至　2020年９月30日）

当第２四半期連結累計期間
（自　2021年４月１日
至　2021年９月30日）

（1）１株当たり四半期純利益 20.71円 38.98円

（算定上の基礎）   

親会社株主に帰属する四半期純利益（百万円） 231 421

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する四半期純

利益（百万円）
231 421

普通株式の期中平均株式数（株） 11,194,352 10,804,101

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１

株当たり四半期純利益の算定に含めなかった潜

在株式で、前連結会計年度末から重要な変動が

あったものの概要

－ －

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

 

 

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

2021年11月10日

株式会社アクセル

取締役会　御中

 

 

EY新日本有限責任監査法人

東京事務所
 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 横　内　龍　也

 

 
指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 飯　塚　　　徹

 

 

 

監査人の結論

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アクセ

ルの2021年４月１日から2022年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（2021年７月１日から2021年９月

30日まで）及び第２四半期連結累計期間（2021年４月１日から2021年９月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわ

ち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ・フロー計算書

及び注記について四半期レビューを行った。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認め

られる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アクセル及び連結子会社の2021年９月30日現在の財政状態並

びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと

信じさせる事項が全ての重要な点において認められなかった。

 

監査人の結論の根拠

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行っ

た。四半期レビューの基準における当監査法人の責任は、「四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責

任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立し

ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入

手したと判断している。

 

四半期連結財務諸表に対する経営者及び監査等委員会の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　四半期連結財務諸表を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき四半期連結財務諸表を作成することが適

切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に基づいて継続

企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

　監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

 

四半期連結財務諸表の四半期レビューにおける監査人の責任

　監査人の責任は、監査人が実施した四半期レビューに基づいて、四半期レビュー報告書において独立の立場から四半期

連結財務諸表に対する結論を表明することにある。

　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に従って、四半期レビューの過程を通じ

て、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
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・ 主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対する質問、分析的手続その他の四半期レビュー

手続を実施する。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施され

る年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

・ 継続企業の前提に関する事項について、重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認め

られると判断した場合には、入手した証拠に基づき、四半期連結財務諸表において、我が国において一般に公正妥当と

認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、適正に表示されていないと信じさせる事項が認められないかど

うか結論付ける。また、継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、四半期レビュー報告書において

四半期連結財務諸表の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する四半期連結財務諸表の注記事項が

適切でない場合は、四半期連結財務諸表に対して限定付結論又は否定的結論を表明することが求められている。監査人

の結論は、四半期レビュー報告書日までに入手した証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業

として存続できなくなる可能性がある。

・ 四半期連結財務諸表の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成

基準に準拠していないと信じさせる事項が認められないかどうかとともに、関連する注記事項を含めた四半期連結財務

諸表の表示、構成及び内容、並びに四半期連結財務諸表が基礎となる取引や会計事象を適正に表示していないと信じさ

せる事項が認められないかどうかを評価する。

・ 四半期連結財務諸表に対する結論を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する証拠を入手する。監査

人は、四半期連結財務諸表の四半期レビューに関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査

人の結論に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した四半期レビューの範囲とその実施時期、四半期レビュー上の重要な発見事

項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監

査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じて

いる場合はその内容について報告を行う。

 

利害関係

　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな

い。

 

 

以　上

 

　（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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