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四半期決算説明会開催の有無 ：有（アナリスト・機関投資家向け） 

（百万円未満切捨て） 
１．平成 22年 12月期第２四半期の連結業績（平成 22年１月１日～平成 22年６月 30日） 
（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        ％ 

22年 12月期第２四半期 3,815 153.5 67   ― 65   ― 64   ― 
21年 12月期第２四半期 1,505   ― △92   ― △128   ― △139   ― 

 

 
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 

22年 12月期第２四半期 3. 60 3. 56 
21年 12月期第２四半期 △14. 59 ― 

(注)１ 平成 21年 12月期第２四半期に係る潜在株調整後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 

 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 

22年 12月期第２四半期 1,934 490 25.2 27. 25 
21年 12月期 1,533 422 27.6 23. 47 

(参考)自己資本 22年 12月期第２四半期           487百万円 21年 12月期             422百万円 

 
２．配当の状況 

 
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    
21年 12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00    
22年 12月期 ― 0.00       

22年 12月期(予想)   ― 0.00 0.00    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成 22年 12月期の連結業績予想（平成 22年１月１日～平成 22年 12月 31日） 
  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。 

 



４．その他  （詳細は、【添付資料】P.4「その他」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

 新規 ―社 (社名)  、除外 ―社 (社名)  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 

② ①以外の変更 ：有 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 
 

（４）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 22年12月期２Ｑ 18,628,830株 21年12月期 18,628,830株 

② 期末自己株式数 22年12月期２Ｑ 618,012株 21年12月期 617,932株 

③ 期中平均株式数(四半期累計) 22年12月期２Ｑ 18,010,839株 21年12月期２Ｑ 9,543,397株 

 
 
※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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は実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありま
す。 
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※ 当社は、以下のとおりアナリスト・投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料、

動画、主なＱ＆Ａ等については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成 22年８月 11日（水）・・・・・・アナリスト・機関投資家向け決算説明会
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間におけるわが国経済は、欧州に端を発する海外景気の下振れ懸念の中、依然とし
て厳しい景況感で推移しましたが、一方で、輸出の増加や個人消費の持ち直しにより、自律的回復への兆しが
見られました。 
こうした環境のもと、当社グループは、モバイル広告事業とメディア事業を中心とした、既存事業のさらなる
売上拡大と利益率の向上に取組むとともに、スマートフォン向けアプリケーション及びソーシャルアプリケー
ションサービスの開発など、新しい成長分野における積極的投資、及び事業の立ち上げに注力してまいりまし
た。 
これらの結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は 1,966,989千円(前年同期間は 1,176,891千円)、営業

利益は 16,056千円(前年同期間は 30,632 千円の損失計上)、経常利益は 14,640 千円(前年同期間は 27,801 千
円の損失計上)、四半期純利益は 15,788千円(前年同期間は 28,955千円の損失計上)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、連結子会社である㈱インターライドが営むモバイル広告
代理が属しております。 
モバイル広告事業におきましては、顧客のモバイル広告需要が高く、好調な受注が継続したことと、より多

くの顧客ニーズに答えられるような積極的な増員を行った結果、売上高は 1,499,837 千円(前年同期間は
829,126千円)、営業利益は 34,633千円(前年同期間は 18,983千円の利益計上)となりました。 

②メディア事業 

メディア事業には、オプトインメール「DEmail」等が属するメール広告、インターネットリサーチである
「ターゲットリサーチ」、および平成 22 年３月 30 日付で新たに連結子会社となりました㈱インターナショナ
ルスポーツマーケティングが営むスポーツマーケティング等が属しております。 
メール広告及びインターネットリサーチにおきましては、会員データベースの活性化と、顧客に提供する

サービスの品質向上に努めてまいりました。また、スポーツマーケティングにおきましては、サッカーワール
ドカップ開催等によりスポーツコンテンツ提供の需要が拡大いたしました。これらの結果、メディア事業の売
上高は 352,715 千円(前年同期間は 169,095 千円)、営業利益は 27,136 千円(前年同期間は 641 千円の利益計
上)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」が属しております。 
Ｅコマース事業におきましては、売上総利益率を重視した商品の提供に注力したことで、売上総利益率の改

善は進んだものの、売上高は 114,436 千円(前年同期間は 175,829 千円)、営業損失は 1,154 千円(前年同期間
は 15,179千円の損失計上)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、1,934,929 千円となり、前連結会計年度末と比べ、401,795 千円
の増加となりました。これは主に、売掛債権、たな卸資産が増加したことによるもの及び当第１四半期連結会
計期間末より㈱インターナショナルスポーツマーケティングが新たに連結子会社となったことによるものであ
ります。 
当第２四半期連結会計期間末の負債は、1,444,092 千円となり、前連結会計年度末と比べ、333,751 千円の

増加となりました。これは主に、媒体仕入債務、未払金が増加したことによるもの及び当第１四半期連結会計
期間末より㈱インターナショナルスポーツマーケティングが新たに連結子会社となったことによるものであり
ます。 
当第２四半期連結会計期間末の純資産は、490,836千円となり、前連結会計年度末と比べ、68,043千円の増

加となりました。これは主に、堅調な営業活動の成果に伴い利益剰余金が増加したことによるものであります。 
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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、㈱インターナショナ
ルスポーツマーケティングを新たに連結子会社としたこと等により、前年同期間末と比べて 2,096千円増加し、
392,095千円となりました。前連結会計年度末（358,813千円）と比べ 33,281千円の増加となりました。 
 当第２四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) 

当第２四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は、50,415 千円（前年同期は 194,332 千
円の獲得）となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益の計上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２四半期連結会計期間において投資活動の結果使用した資金は、4,748 千円（前年同期は 58,706 千円
の獲得）となりました。主な要因は、ソフトウェア購入等の固定資産の取得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２四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は、11,542 千円（前年同期は 48,971 千円
の使用）となりました。主な要因は、長期借入金の返済によるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
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。 
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２．その他の情報 
（１）重要な子会社の異動の概要 
   該当事項はありません。 

 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   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。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 
   (四半期連結貸借対照表) 

   前第２四半期連結会計期間において、「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記して  

おりましたが、当第２四半期連結会計期間より「たな卸資産」として一括掲記しております。なお、当 

第２四半期連結会計期間の「商品及び製品」「原材料及び貯蔵品」は、それぞれ 44,348千円、21千円で 

あります。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
   当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、67,714 千円の営業利益を計上し、収益基盤の安

定化に一定の改善が見られましたが、前連結会計年度は営業損失を計上しており、未だ収益基盤が安定す
るに十分な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、引き続き、成長性の高い事業領域の拡大と、既存事業の採
算性向上に取り組むことで、収益基盤の安定化を図ってまいります。 
上記施策により、当社グループにおける収益基盤が安定化することで、継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じさせるような状況についても解消されるものと考えておりますが、こうした施策については、
経済情勢の動向に左右されることから、必ずしも計画通りに推移しない可能性も考えられ、現時点では
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。



3. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 392,095 358,813

受取手形及び売掛金 1,141,494 871,770

たな卸資産 44,370 26,341

その他 53,734 52,421

貸倒引当金 △2,543 △1,700

流動資産合計 1,629,150 1,307,645

固定資産   

有形固定資産 80,692 74,998

無形固定資産   

のれん 29,520 －

その他 59,740 33,028

無形固定資産合計 89,260 33,028

投資その他の資産   

破産更生債権等 123,210 123,210

その他 135,826 117,461

貸倒引当金 △123,210 △123,210

投資その他の資産合計 135,826 117,461

固定資産合計 305,778 225,488

資産合計 1,934,929 1,533,134

負債の部   

流動負債   

買掛金 943,568 765,523

1年内返済予定の長期借入金 171,268 139,959

短期借入金 89,000 －

未払法人税等 7,365 6,930

その他 134,218 103,708

流動負債合計 1,345,420 1,016,121

固定負債   

長期借入金 66,318 71,298

ポイント引当金 30,139 20,387

その他 2,214 2,533

固定負債合計 98,672 94,218

負債合計 1,444,092 1,110,340

㈱スパイア（4309）平成22年12月期　第２四半期決算短信

5



(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年６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21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,308,628 1,308,628

資本剰余金 885,021 885,021

利益剰余金 △1,600,198 △1,664,950

自己株式 △105,980 △105,971

株主資本合計 487,471 422,728

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 76 65

評価・換算差額等合計 76 65

新株予約権 3,288 －

純資産合計 490,836 422,793

負債純資産合計 1,934,929 1,533,134
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(2) 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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,505,046 3,815,612

売上原価 1,078,210 3,001,403

売上総利益 426,835 814,209

販売費及び一般管理費 519,724 746,494

営業利益又は営業損失（△） △92,888 67,714

営業外収益   

受取利息及び配当金 461 133

ポイント引当金戻入額 3,775 157

受取返戻金 － 165

その他 1,003 202

営業外収益合計 5,240 659

営業外費用   

支払利息 1,948 2,811

財務調査費 25,000 －

その他 13,812 429

営業外費用合計 40,760 3,240

経常利益又は経常損失（△） △128,408 65,132

特別利益   

関係会社清算益 － 2,530

有価証券受贈益 － 1,195

特別利益合計 － 3,726

特別損失   

固定資産除却損 2,612 328

関係会社清算損 － 1,431

特別退職金 6,102 －

特別損失合計 8,714 1,760

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（△）

△137,123 67,098

法人税、住民税及び事業税 2,099 2,346

法人税等調整額 － －

法人税等合計 2,099 2,346

四半期純利益又は四半期純損失（△） △139,222 64,751
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 1,176,891 1,966,989

売上原価 915,746 1,554,728

売上総利益 261,145 412,261

販売費及び一般管理費 291,778 396,204

営業利益又は営業損失（△） △30,632 16,056

営業外収益   

受取利息及び配当金 107 5

ポイント引当金戻入額 3,775 157

受取返戻金 － 165

その他 276 135

営業外収益合計 4,158 464

営業外費用   

支払利息 1,180 1,758

その他 146 122

営業外費用合計 1,327 1,880

経常利益又は経常損失（△） △27,801 14,640

特別利益   

関係会社清算益 － 2,530

有価証券受贈益 － 1,195

特別利益合計 － 3,726

特別損失   

関係会社清算損 － 1,431

特別損失合計 － 1,431

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（△）

△27,801 16,934

法人税、住民税及び事業税 1,154 1,146

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,154 1,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） △28,955 15,788
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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21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△137,123 67,098

減価償却費 11,066 18,940

のれん償却額 － 1,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） 434 843

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,269 9,751

受取利息及び受取配当金 △461 △133

支払利息 1,948 2,811

有形固定資産除却損 2,612 328

売上債権の増減額（△は増加） 182,924 △201,819

たな卸資産の増減額（△は増加） 9,957 △17,788

未収入金の増減額（△は増加） △667 △384

仕入債務の増減額（△は減少） 101,114 151,580

未払金の増減額（△は減少） △22,797 △10,790

株式報酬費用 － 3,288

関係会社清算益 － △2,530

関係会社清算損 － 1,431

その他 22,105 34,658

小計 164,842 59,018

利息及び配当金の受取額 461 133

利息の支払額 △2,216 △3,031

法人税等の支払額 △4,227 △4,055

営業活動によるキャッシュ・フロー 158,860 52,065

投資活動によるキャッシュ・フロー   

差入保証金の回収による収入 89,834 －

有形固定資産の取得による支出 △12,300 △1,686

無形固定資産の取得による支出 △5,495 △13,157

短期貸付けによる支出 △70,000 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

－ 45,797

関係会社の整理による収入 － 2,530

その他 △50,047 995

投資活動によるキャッシュ・フロー △48,007 34,480

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 139,000

短期借入金の返済による支出 △8,320 △100,000

長期借入金の返済による支出 △53,803 △92,255

その他 － △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △62,123 △53,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,728 33,281

現金及び現金同等物の期首残高 328,398 358,813
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 389,999 392,095
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（４）継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成 22年４月１日 至 平成 22年６月 30日） 

当社グループは、当第２四半期連結累計期間において、67,714 千円の営業利益を計上し、収益基盤の安定
化に一定の改善が見られましたが、前連結会計年度は営業損失を計上しており、未だ収益基盤が安定するに十
分な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、引き続き、成長性の高い事業領域の拡大と、既存事業の採算性

向上に取り組むことで、収益基盤の安定化を図ってまいります。 
上記施策により、当社グループにおける収益基盤が安定化することで、継続企業の前提に関する重要な疑義

を生じさせるような状況についても解消されるものと考えておりますが、こうした施策については、経済情勢
の動向に左右されることから、必ずしも計画通りに推移しない可能性も考えられ、現時点では継続企業の前提
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。 
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（５）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成 21年４月１日 至 平成 21年６月 30日） 

  

モバイル メディア Ｅコマース その他の 計 消去又は 連結 

広告事業 事業 事業 事業 (千円) 全社 (千円) 

(千円) (千円) (千円) (千円)   (千円)   

売上高               

(1) 外部顧客に 
829,126 169,095 175,829 2,840 1,176,891 ― 1,176,891 

  対する売上高 

(2) セグメント間の内部 
─ ― ─ ― ― ― ― 

  売上高又は振替高 

計 829,126 169,095 175,829 2,840 1,176,891 ― 1,176,891 

営業利益又は営業損失(△) 18,983 641 △15,179 2,078 6,523 (37,156) △30,632 

(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

前第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の切り下げの方法)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、前第２四半期連結累計期間のＥコマース事業では営業損失が

194千円増加しております。 

４ 前第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試算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 

当第２四半期連結会計期間（自 平成 22年４月１日 至 平成 22年６月 30日） 

  

モバイル メディア Ｅコマース 計 消去又は 連結 

広告事業 事業 事業 (千円) 全社 (千円) 

(千円) (千円) (千円)   (千円) 
 

売上高             

(1) 外部顧客に 
1,499,837 352,715 114,436 1,966,989 ― 1,966,989 

  対する売上高 

(2) セグメント間の内部 
─ 6,062 ─ 6,062 (6,062) ― 

  売上高又は振替高 

計 1,499,837 358,778 114,436 1,973,052 (6,062) 1,966,989 

営業利益又は営業損失(△) 34,633 27,136 △1,154 60,616 (44,559) 16,056 

(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、IQプライス、   

          スポーツマーケティング 

(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 
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前第２四半期連結累計期間（自 平成 21年１月１日 至 平成 21年６月 30日） 

  

モバイル メディア Ｅコマース その他の 計 消去又は 連結 

広告事業 事業 事業 事業 (千円) 全社 (千円) 

(千円) (千円) (千円) (千円)   (千円)   

売上高               

(1) 外部顧客に 
829,126 354,407 318,672 2,840 1,505,046 ― 1,505,046 

  対する売上高 

(2) セグメント間の内部 
─ ― ─ ― ― ― ― 

  売上高又は振替高 

計 829,126 354,407 318,672 2,840 1,505,046 ― 1,505,046 

営業利益又は営業損失(△) 18,983 △10,188 △33,592 2,078 △22,719 (70,169) △92,888 

(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

前第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の切り下げの方法)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、前第２四半期連結累計期間のＥコマース事業では営業損失が

194千円増加しております。 

４ 前第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試算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 

当第２四半期連結累計期間（自 平成 22年１月１日 至 平成 22年６月 30日） 

  

モバイル メディア Ｅコマース 計 消去又は 連結 

広告事業 事業 事業 (千円) 全社 (千円) 

(千円) (千円) (千円)   (千円)   

売上高             

(1) 外部顧客に 
2,979,323 591,398 244,890 3,815,612 ― 3,815,612 

  対する売上高 

(2) セグメント間の内部 
─ 9,627 ─ 9,627 (9,627) ― 

  売上高又は振替高 

計 2,979,323 601,025 244,890 3,825,239 (9,627) 3,815,612 

営業利益又は営業損失(△) 94,955 85,541 △17,708 162,788 (95,074) 67,714 

(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、IQプライス、   

          スポーツマーケティング 

(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 

３ 第１四半期連結会計期間において、当社が株式会社インターナショナルスポーツマーケティングの株式を

100％取得し、連結子会社化したことにより、メディア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。 

メディア事業・・・178,255千円 
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【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日）及び前第２四半期連結累計
期間（自 平成 21年１月１日 至 平成 21年６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。 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 日）及び当第２四半期連結累計
期間（自 平成 22年１月１日 至 平成 22年６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】 

前第２四半期連結会計期間（自 平成 21 年４月１日 至 平成 21 年６月 30 日）及び前第２四半期連結累計
期間（自 平成 21年１月１日 至 平成 21年６月 30日） 
海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結会計期間（自 平成 22 年４月１日 至 平成 22 年６月 30 日）及び当第２四半期連結累計

期間（自 平成 22年１月１日 至 平成 22年６月 30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 該当事項はありません。 
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４．補足情報 
（１）経営管理上重要な指標の推移 

回次 

第 13期 第 14期 第 13期 第 14期 

第 13期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 第２四半期 

連結累計期間 連結累計期間 連結会計期間 連結会計期間 

会計期間 

自 平成 21年 自 平成 22年 自 平成 21年 自 平成 22年 自平成 21年 

1月 1日 1月 1日 4月 1日 4月 1日 1月 1日 

至 平成 21年 至 平成 22年 至 平成 21年 至 平成 22年 至平成 21年 

6月 30日 6月 30日 6月 30日 6月 30日 12月 31日 

売上高 (千円) 1,505,046 3,815,612 1,176,891 1,966,989 4,576,688 

経常利益又は経常損失(△) (千円) △128,408 65,132 △27,801 14,640 △106,701 

四半期純利益又は四半期(当期)

純損失(△) 
(千円) △139,222 64,751 △28,955 15,788 △119,516 

純資産額 (千円) ― ― 339,832 490,836 422,793 

総資産額 (千円) ― ― 1,490,170 1,934,929 1,533,134 

１株当たり純資産額 (円) ― ― 19.46 27.25 23.47 

１株当たり四半期純利益金額又

は四半期(当期)純損失金額 
(円) △14.59 3.6 △2.14 0.88 △8.82 

潜在株式調整後 

(円) ─ 3.56 ─ 0.87 ─ １株当たり四半期 

(当期)純利益金額 

自己資本比率 (％) ― ― 22.8 25.2 27.6 

営業活動による 
(千円) 158,860 52,065 ― ― 220,473 

キャッシュ・フロー 

投資活動による 
(千円) △48,007 34,480 ― ― △80,688 

キャッシュ・フロー 

財務活動による 
(千円) △62,123 △53,264 ― ― △122,242 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物の 
(千円) ― ― 389,999 392,095 358,813 

四半期末(期末)残高 

従業員数 (名) ― ― 128 160 121 

(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 
２ 第 13 期第２四半期連結累計(会計)期間及び第 13 期の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純

利益金額については、１株当たり四半期(当期)純損失を計上しているため記載しておりません。 
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（２）生産、受注及び販売の状況 
① 生産実績 
当社グループでは、当第２四半期連結会計期間において生産に該当する事項はありません。 

 

② 受注実績 
当第２四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

事業の種類別セグメントの名称 受注高(千円) 受注残高(千円) 

モバイル広告事業 

 メディアレップ 1,086,380 48,011 

 広告代理 413,348 12,049 

小計 1,499,728 60,061 

メディア事業 

 メール広告 156,040 27,477 

 リサーチ 39,606 ― 

 課金 2,138 ― 

 スポーツマーケティング 302,104 140,560 

小計 499,890 168,038 

 Ｅコマース事業 114,436 ― 

合計 2,114,055 228,099 

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ 受注残高は、広告主から申込書を受け入れており、いまだ役務を提供していないものの金額を記載

しております。 

 

③ 販売実績 
当第２四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであ

ります。 

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円) 

モバイル広告事業 

 メディアレップ 1,088,316 

 広告代理 411,520 

小計 1,499,837 

メディア事業 

 メール広告 149,427 

 リサーチ 39,606 

  課金 2,138 

 スポーツマーケティング 161,543 

小計 352,715 

 Ｅコマース事業 114,436 

合計 1,966,989 

(注) １  セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 
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