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1.  平成21年12月期第3四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年9月30日） 

（注）１ 平成21年12月期第２四半期から連結財務諸表の作成をしているため、平成20年12月期第２四半期の数値は記載しておりません。 
   ２ 平成21年12月期第３四半期に係る潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりま 
     せん。 

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年12月期第２四半期から連結財務諸表の作成をしているため、平成20年12月期第３四半期の数値は記載しておりません。 
 

(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 ％

21年12月期第3四半期 2,952 ― △90 ― △126 ― △138 ―

20年12月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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12月期第3四半期 △11.38 ―

20年12月期第3四半期 ― ―

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12月期第3四半期 1,357 340 25.0 19.48
20年12月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年12月期第3四半期  340百万円 20年12月期  ―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

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

20年12月期 ― ― ― ― ―

21年12月期 ― ― ―

21年12月期 
（予想）

― ―

3.  平成21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいため、業績予想を行うことが困難であります。そのた
め、業績予想につきましては記載しておりません。なお、適時開示ルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行ってまいり
ます。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―
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4.  その他 

(1) 期中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  

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結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. その他をご覧ください。 

(3) 四半期連結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（四半期連結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. その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 株式会社インターライド ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期第3四半期 18,628,830株 20年12月期  ―株

② 期末自己株式数 21年12月期第3四半期  1,167,932株 20年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第3四半期 12,211,566株 20年12月期第3四半期 ―株
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当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、一部経済指標で改善傾向が見られ、景気全般の底入
れが感じられるものの、実体経済の本格回復の兆しは見えず、引き続き厳しい状況で推移したものとみら
れます。 
こうした環境のもと、当社は、高い成長性が見込まれるモバイル（携帯電話）インターネットマーケテ

ィングの領域の売上高拡大に尽力しつつ、一方でPCを中心としたメディア事業（従来のデータベースマー
ケティング関連事業）の新たな収益源の確保に注力いたしました。上記の結果、当第３四半期連結会計期
間の売上高は1,447,614千円となりました。 
加えて、合併（当社は平成21年5月1日を効力発生日として、株式会社インタースパイアを吸収合併いた

しました）に伴い、今期当初より取り組んでいるコストの合理化によって、経営統合のシナジーの実現に
努めてまいりました。この結果、営業利益は2,798千円、経常利益は1,624千円、四半期純利益は282千円
となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①モバイル広告事業 

モバイル広告事業には、モバイルメディアレップ事業、連結子会社である株式会社インターライドが
営むモバイル広告代理事業が属しております。 
当該モバイル広告事業におきましては、景気の影響で広告市況全体が苦戦するなかで、出稿提案を注

力業種に傾注することによる新規顧客獲得等の効果もあり、売上高は1,089,031千円、営業利益は
28,185千円となりました。 

②メディア事業 

メディア事業には、メール広告事業、リサーチ事業が属しております。 
メール広告事業におきましては、同じく広告市況全体の低迷の影響を受けつつも、既存のメール広告

収入に加えて新たな収入として検索連動広告等のインターネットサイト上の収入を追加する等、引き続
き収益向上の施策を打ってまいりました。リサーチ事業については、大手広告会社、コンサルティング
会社等、当該サービスの潜在ニーズを持つと考えられる企業との取り組み強化を継続しながら、サービ
ス面における質の向上と人材採用による体制強化を行ってまいりました。この結果、売上高は185,474
千円、営業利益は28,102千円となりました。 

③Ｅコマース事業 

Ｅコマース事業には、主に、PC上で展開するショッピングサイト「ドリームカタログ」、モバイル上
で展開するショッピングサイト「シンデレラ・ビューティ」および「ReEarth（リアース）」が属して
おります。  
Ｅコマース事業におきましては、自社サイトに加えて多店舗展開（他社サイトへの出店）を行うこと

による販売強化と、利益率重視の商品展開を行い、引き続き収益性の向上に尽力いたしましたが、施策
の途上の段階にあり、売上高は173,108千円、営業損失は14,432千円となりました。 
  

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 連結経営成績に関する定性的情報
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①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は1,357,776千円となりました。 
 流動資産は1,155,636千円となりました。その主な内訳は、現金及び預金（359,977千円）、受取手形
及び売掛金（729,093千円）及び棚卸資産（29,215千円）等であります。 
固定資産は202,140千円となりました。その主な内訳は、有形固定資産（76,765千円）、無形固定資

産（34,950千円）及び投資その他の資産（90,424千円）であります。 
流動負債は、901,587千円となりました。その主な内訳は、買掛金（637,042千円）、１年内返済予定

の長期借入金(166,187千円)であります。 
固定負債は、116,071千円となりました。その内訳は、長期借入金（99,858千円）、ポイント引当金

（16,213千円）であります。 
（注）当社グループは、第２四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しております。このため、前連結会計年

度との比較の記載は行っておりません。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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、359,977千円
となりました。当第３四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次
のとおりであります。 
  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、42,437千円となりました。主な要因は、売掛債権回収によるもので
あります。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、4,140千円となりました。主な要因は、有形固定資産及びソフトウ
ェアの取得等による支出があったこと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) 

財務活動の結果使用した資金は、68,319千円となりました。主な要因は、借入金の返済によるもので
あります。 

  

当社グループが属するインターネット関連業界は、市場環境の変化が激しく、不確定要素が大きいた
め、業績の予想を行うことが困難であります。そのため、業績予想につきましては記載しておりませ
ん。なお、適時開示のルールに従い、開示が可能となった時点で、必要に応じて速やかに公表を行って
まいります。 
  

  

2. 連結財政状態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
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株式会社インタースパイアとの合併に伴い、平成21年５月１日をもって株式会社インターライドを連
結子会社化しております。 
  

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有形固定資産の減価償却については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期
間按分する方法により算定しております。 

  

1. 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「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
連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

2. たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

当連結会計年度から、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５
日）を適用し、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。この
結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等
調整前四半期純損失は174千円増加しております。 

  

3. リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理
によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号
平成19年３月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 企業
会計基準適用指針第16号 平成19年３月30日改正）が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係
る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期からこれらの会
計基準等を早期に適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファ
イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残
存価格を零とする定額法を採用しております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に準じた会計処理を引き続き採用しております。これによる損益に与える影響はありませ
ん。 

  

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において90,014千円の営業損失を計上し、前事業年度に
引き続き、未だ収益基盤が安定した状況にないと判断され、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような状況が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消するべく、平成21年5月1日を効力発生日として、株式会社インター

スパイアを吸収合併しており、モバイルインターネット領域の売上高の拡大と、オフィスや人員の共有
化によるコスト削減を図ってまいります。インターネットマーケティングの中でも相対的に高い成長が
見込まれるモバイルインターネットマーケティングの領域で新たな収益機会を得ながら、既存事業はメ
ディア事業（従来のデータベースマーケティング関連事業を、合併を機に名称変更）に集約するととも
に、オフィス統合や間接費の共有化によりコストの削減を行うことによって、早期に採算性を改善して
まいりたいと存じております。 
しかしながら、これらの対応策の効果に関しては合併後における経営統合の取り組みの成否によるも

のであるため、当該対応を行った上でもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
 四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を
四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

4. その他

(1) 期中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)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結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

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

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 359,977 －

受取手形及び売掛金 729,093 －

商品及び製品 29,157 －

原材料及び貯蔵品 58 －

その他 37,919 －

貸倒引当金 △571 －

流動資産合計 1,155,636 －

固定資産   

有形固定資産 76,765 －

無形固定資産   

その他 34,950 －

無形固定資産合計 34,950 －

投資その他の資産   

破産更生債権等 123,210 －

その他 90,424 －

貸倒引当金 △123,210 －

投資その他の資産合計 90,424 －

固定資産合計 202,140 －

資産合計 1,357,776 －

負債の部   

流動負債   

買掛金 637,042 －

1年内返済予定の長期借入金 166,187 －

未払法人税等 5,945 －

その他 92,411 －

流動負債合計 901,587 －

固定負債   

長期借入金 99,858 －

ポイント引当金 16,213 －

固定負債合計 116,071 －

負債合計 1,017,659 －
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,308,628 －

資本剰余金 887,221 －

利益剰余金 △1,684,374 －

自己株式 △171,421 －

株主資本合計 340,054 －

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 62 －

評価・換算差額等合計 62 －

純資産合計 340,116 －

負債純資産合計 1,357,776 －
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,952,660

売上原価 2,197,570

売上総利益 755,089

販売費及び一般管理費 845,104

営業損失（△） △90,014

営業外収益  

受取利息 546

ポイント引当金戻入額 3,775

その他 1,567

営業外収益合計 5,888

営業外費用  

支払利息 3,716

財務調査費 25,000

その他 13,941

営業外費用合計 42,658

経常損失（△） △126,784

特別損失  

有形固定資産除却損 2,612

特別退職金 6,102

特別損失合計 8,714

税金等調整前四半期純損失（△） △135,499

法人税、住民税及び事業税 3,441

法人税等調整額 －

法人税等合計 3,441

四半期純損失（△） △138,940
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 1,447,614

売上原価 1,119,359

売上総利益 328,254

販売費及び一般管理費 325,455

営業利益 2,798

営業外収益  

受取利息 84

補助金収入 466

その他 171

営業外収益合計 723

営業外費用  

支払利息 1,768

その他 129

営業外費用合計 1,897

経常利益 1,624

税金等調整前四半期純利益 1,624

法人税、住民税及び事業税 1,341

法人税等調整額 －

法人税等合計 1,341

四半期純利益 282
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21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損失（△） △135,499

減価償却費 19,593

貸倒引当金の増減額（△は減少） 358

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,553

受取利息及び受取配当金 △546

支払利息 3,716

有形固定資産除却損 2,612

売上債権の増減額（△は増加） 284,800

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,372

仕入債務の増減額（△は減少） 26,295

未払金の増減額（△は減少） △14,337

未収入金の増減額（△は増加） 4,053

その他 16,776

小計 210,641

利息及び配当金の受取額 546

利息の支払額 △3,985

法人税等の支払額 △5,906

営業活動によるキャッシュ・フロー 201,297

投資活動によるキャッシュ・フロー  

差入保証金返還による収入 89,834

有形固定資産の取得による支出 △13,390

無形固定資産の取得による支出 △8,545

短期貸付けによる支出 △70,000

その他 △50,047

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,147

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △20,880

長期借入金の返済による支出 △109,563

財務活動によるキャッシュ・フロー △130,443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 18,705

現金及び現金同等物の期首残高 328,398

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 12,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 359,977
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

当社グループは、当第３四半期連結累計期間において90,014千円の営業損失を計上し、前事業年度に
引き続き、未だ収益基盤が安定した状況にないと判断され、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる
ような状況が存在しております。 
当社グループは、当該状況を解消するべく、平成21年5月1日を効力発生日として、株式会社インター

スパイアを吸収合併しており、モバイルインターネット領域の売上高の拡大と、オフィスや人員の共有
化によるコスト削減を図ってまいります。インターネットマーケティングの中でも相対的に高い成長が
見込まれるモバイルインターネットマーケティングの領域で新たな収益機会を得ながら、既存事業はメ
ディア事業（従来のデータベースマーケティング関連事業を、合併を機に名称変更）に集約するととも
に、オフィス統合や間接費の共有化によりコストの削減を行うことによって、早期に採算性を改善して
まいりたいと存じております。 
しかしながら、これらの対応策の効果に関しては合併後における経営統合の取り組みの成否によるも

のであるため、当該対応を行った上でもなお継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。
四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な不確実性の影響を

四半期連結財務諸表に反映しておりません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日） 

 
  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 

 
(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品等 

  (1)モバイル広告事業・・モバイルメディアレップ、モバイル広告代理 

(2)メディア事業・・・・DEmail、ターゲットリサーチ、マグスタ、ドリームメールモバイル等 

(3)Ｅコマース事業・・・ドリームカタログ、シンデレラ・ビューティ、リアース 

３ 会計処理基準に関する事項 

 （たな卸資産の評価に関する会計基準の適用） 

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基準第13号 平成19年３月30日改

正）を第１四半期会計期間より適用し、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間のＥコマース事業では営業損失が

174千円増加しております。 

４ 第２四半期連結会計期間において、当社が株式会社インタースパイアを吸収合併したことにより、モバイル

広告事業、及びＥコマース事業において資産の金額が増加しております。増加金額は以下の通りです。 

  (１)モバイル広告事業・・・703,554千円 

(２)Ｅコマース事業・・・・8,058千円 

  

【所在地別セグメント情報】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結
累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

当第３四半期連結会計期間（自 平成21年７月１日 至 平成21年９月30日）及び当第３四半期連結

(5) セグメント情報

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,089,031 185,474 173,108 ─ 1,447,614 ― 1,447,614

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,089,031 185,474 173,108 ─ 1,447,614 ─ 1,447,614

営業利益(又は営業損失) 28,185 28,102 △14,432 ─ 41,855 △39,057 2,798

モバイル 
広告事業 
(千円)

メディア
事業 
(千円)

Ｅコマース
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に 
  対する売上高

1,918,157 539,881 491,780 2,840 2,952,660 ― 2,952,660

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

─ ─ ─ ─ ─ ─ ―

計 1,918,157 539,881 491,780 2,840 2,952,660 ─ 2,952,660

営業利益(又は営業損失) 47,168 17,914 △48,025 2,078 19,136 △109,151 △90,014

12

㈱スパイア(4309)平成21年12月期　第３四半期決算短信



累計期間（自 平成21年１月１日 至 平成21年９月30日） 
本邦以外の国又は地域への売上高がないため、該当事項はありません。 

  

株式会社インタースパイアとの合併に伴い、平成21年５月１日をもって株式会社インタースパイアの
普通株式１株に対して、当社の普通株式478株を割当交付しております。これにより、同日をもって、
発行済株式総数が13,042,230株増加し、18,628,830株となりました。資本金は294,483千円増加し
1,308,628千円となりました。資本剰余金は、194,483千円増加し887,221千円となりました。利益剰余
金は485,906千円減少し1,684,374千円のマイナス残高となりました。自己株式は、130,900千円増加し
171,421千円となりました。 

(6) 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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